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未.來 へ

エスペランチストが、現在の自分達の運動の周圍をかへりみると、或は.その前途を見失ふ 

かも知れない。何故ならば、周園の世界は決して、エスペラント語の發展に好意あるものでは 

ないから。五十年の努力。それは決して永いものではないが又短かいものでもない。この努力 

の後に、現在到達した境地はヽ何と、まあ見すぼらしいものだらう。ことによるとエスペラン 

ト語は將來も、實際に普く便はれるやうにならないかも知れない、などとヽ心細い考へを起し 

たりする。そんなでなくても、エスペラント語をやってゐてもゝ別にこれといふ特典などあり 

住しない。いやマイナス的特典があることさへある。いくら熱心に種を蒔いてもゝ生長し・花 

咲きさうもない。あゝ疲れた。この邊で、休まう、と、エスペラントの障營から遠のいて行く.

だが、諸君ゝ國際昭エスペラントは人類が作り、人々か育てあげて來たもので彭る。決して 

不必要なものでなければ、いゝ加滅な時に生れ出たのではない。しかし現在.平和が脅かされ 

てゐるやうな時に、各國が高關稅の障碍を作ったり・口國民族のみが、最も優秀であると誇る 

ことの流行する時には.どうしてもゝ國際語は一般に素晴しい勢で普及することが困難なので 

ある。

力、うした困難だけを見てヽもしも私達が私達の陣營を去ったり、熱意を失ったりするとした 

ら、それは人類の長い長い轡賣を考へないからだ。すぐ目の前力:思ふやうでないからと云って 

手を引くや3な人は、決して、進步する人類の文化の撓ひ手にはなることが出來ない。

十三世紀.未だ敎會の毅斷主義の敎理が支配してをった時代に、「實驗しろ!實驗しろ!」 

と疊句を叫んで.封建主義にゝ銳い批判のまをむけたロージア・ペーコンのことを思ひ出して 

みようではないか。「険斷敎理と旣存權威に支配せられるのをやめてしまへ。そして世界を視 

る!」と絕えず、彼の著害の到る處から絕叫した彼が、旣に十三世紀に、近代が誇りとする諸 

發明を豫見してゐるのは、私達に無限の與味を與へる。「漕手なしで、河や海にしつらへた大 

船力唯の一人の人の操りで、漕手の一杯乘りくんだ船よりも速い速度で走り、牽牛牽馬一匹も 

無しで・想像されない大速度で車が馳け人問がその中に坐って、鳥の羽のやうに空氣をうっと 

ころの羽を動かし得る飛行の機械を作ることが出來るであらう」と。

エスペラントは當然未來の言語である。未來を信ずる人々は、ベ-コンのこの想像力をかり 

ずとも、エスペラント語の勝利を铤はないであらう。最近スペインの戰線で、政府审の國際部 

隊の間では、人間の言語が、お互に異ってゐるといふことがヽ如何に馬鹿げたことだ、といふ 

ことを痛切に感じてゐるといふ〇 (Current History, April 1937, Last Letters from Spain) 

實際私達は一つの共通な言語が存在することを希望し、それが單に想像でなく、現實にその啓 

蒙そして普及のために.働いてゐるのである。これを無視し、あざけり、鞍:腰し、或に匪迫す 

る人々は、ペーコンを恐れ、或は壓迫する人々と何等異ならない。私達は進步を信じてゐる。
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私達が過去を省みて昔と今との有樣を比較して見るなりば・世界が・たゆまず・休まずに紹け 

てきた進步の跡を調べて見るならば.現在が過去に優ってゐるやうに、未來もまた現在より優 

るに違ひないことを・疑ふ理由は少しもないのである。未來を洞察することのできないのは人 

間の弱點のー・っではあるが、なほ人間はいつまでも未來のために計畫—理想を立てゝ、その 

實現の•ために不斷の努力を惜しまないであらう。

——Majo 20,1937,久保——

• ■

圖書館綠化運動に就いて全國婦人同志に

丁 「, 婦人エスペラント駆盟

■

私逹婦人エスペランティストが、その數も少なく水準も低く、何時までも不汙潑な狀態にあ 

ることを遺憾に思ひまして、お任の聯絡をとり）®まLの合ふために「婦人エスペラント聯盟」を 

結成したのは昨年の六月でした。その聯後盟は諸姉の熱心なる御支持の下に順凋な成長をとげ 

て・來る六月には滿一年を祝することになります。過去一年間の色々の思ひ出や誇るべき成果 

を顧て私達は今新たな感慨にうたれます。 - .

,併し、その一年の間、私達は全力をあげて內部の充實に忙しく、これといふべき仕事も出來 

なかったことは實に殘念に思はれます。私達の聯盟を正しく成長させゝ右名無實に終わせぬた 

めに、私達は進んで一般の運動に參加しヽ微力ながわも何かの形に於て、エスペラント界に幾 

分の貸献をLたいと望んで国りましたが.何分にも時間的餘裕をもたない女性の生活で、しか 

も全國に弧立散在してゐるため、英等の全员が一緖になって出來る有意義な仕事を見出すこと 

は仲々困難でありました。

しかるに先日、エスペラント運動後援回が全國各府縣道廳立の中央圖書館五十館にエスペラ 

ント關係書籍を贈呈される際.その發送事務を聯盟負の有志がお手傳ひしましたが、その時、 

この仕事こそ私達に4＞可能な、そして相應しい仕事であると思ひっきました。

全國圖書館の綠化は旣に久しい懸案でありましてその第一・步として後援會が各府縣中央圖畫 

館の綠化をされたのでありますが、この際・これをこの範圍に止めず・もっと進んで、全國各 

市町村の何處にもエスペラントのき籍が備へられるやうにすることが出來ればどんなに意義深 

いことでありませう。それは唯エスペランティストの歡びであるばかりでなく、全日本の文化 

水準を幾分でも高めることであり、世界に誇り得ることでもおると信じます。

もとよりこの仕事は特に婦人の分野に屬するものでもなく.しかも旣に後援曲が手をつけた 

仕事でありますが.前述の如き狀態にある私達婦人エスペランティストが、僅かの暇をさいて 

する仕事として眞に適當だと思ひますので、特に後援會幹那の御諒解を得てこの仕事にとりか 

かることに致しました。このことは後援會と仕事の銭爭をする氐のではなく、その仕富の一部 

を分叢してお手傅ひするのでありまして、後援會は今後この仕事に注ぐだけの物資と勞力を他 

の方面に有効に活用されるでせうし、私達はこの仕事によってお互の間をより緊密に結びつけ 

たいと思ひます〇

そのためには約四百二十五圓の費用を必喘とします。文郎省の圖書館一费表によりますと、 

藏書數三千册以上の圖書館が全國に約八百五十館く但し显校圖書館を除く）あり、その…館に約 

五・ト錢の圖書を贈るとして、その圖書代五十錢を一口としてハ百五十□、•總額四百二十五圓。 
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これだけを是非私達の手で集めねばなりません。

それには先づ.私達の自身が・儉しい生活をより儉しくして、出來るだげ多くのものをこの 

仕事に献げませう。そして又、私達の周圍のエスペランティストはもとより、理解ある知人. 

友人、叢戚等をも說いて應分の寄附と援助を仰ぎませう。別紙の趣意書を夫々の心當いて送っ 

てドさい。或ひは直接にあなた方の熱辯でその人達を動かして下さい。

この舉に先立ち、準備として全國圖書館へエス語書藉の有無を問合せてみました。集った返 

事は私逹の企ての重要性を明らかに裏書してくれました。詳細は追って發表しますが、私達は 

この機を逸せず圖書館當局の認識をより一層高めなければなりません。

全國婦人工スベランティスト誌姉!!奮起してこの仕事の完成に力を合せませう。エスペラン 

トに對する私逹の平素の熱意と愛情をこの企てに傾けませう。この仕事が果してどんな結果を 

みせるでせうか?これは私達婦人工スベランティストの力を試す試金石であります。（趣意書を 

御希峯の方は婦郦圖書館綠化係へ御紹介下さい〉

御寄附の方法

1.一口（53錢）以上

2•締切 7月15日

3.送金方法

-〇 振 替 ，.•••.ゝ..

「振替口座東威133075番」 

東京市赤坂區中ノ町15井田千枝方

日本エスペラント婦人聯盟 

〇爲替（其他通信）

東京市杉並區井荻町2-34碧川澄子方...

婦人エス聯盟圖書館綠化係

束京府立第六高女エス語科

Yoshii H. Ishiguro

東京府立第六高女にエスペラントの入った始

校長の丸山丈作先生が大正15年私の著はした「エスペラントの學び方」（現在のは博文館發 

行で増訂版であるが、日本評謊發行）をもとめてエスペラントを學習され、その翌年になって、 

職員の中にも習ひたい希望の方があるとの話で.授業後お手傳ひをしたのが最始であった。そ 

の後生徒の中から希犁者を集めて敎へることに,なりゝ先生の方のは三年許りでなくなったが・ 

生徒の方は多い時は40名位、少い時は10名位で大體•今日まで續いて來た。
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正課時間に敎へることになった次第

勤勞女學校关や日本印刷學校などで、昭和5年から6年頃・私が正課にエスペラントを敎へ 

て居るあたりから、時々丸山校長と早く公立私立の学校でエンペラントか:ドイツ語やフランス 

語同樣に敎へていいことになるとし、いがと話し合った。その後數年前中等學校に於ける英語科 

の問題が再び杆喧ましく論ぜられるにつけても、何とかエスペラントを割込ませたいものと考 

へゝ度々相談をしたことがあった。

然し、法規の關係上どうにも手の下し樣がないといふ話であった、ところがたまたま昭和10 

年1月から3月へかけて、;^方のある縣の女學校や實業學校では英語科をやめてし逹っにり・ 

制限するもののあることを知り、校長の職責に迷惑を及ぼさないですむ方法があるならば、何 

とか思切ってやってみてはと丸山先生に3月27日に手紙を書いた。校長は翌日來訪下さって、 

前から時折お話のあったことであるが.女舉校では英語科は隨怠科になってゐるので缺くこと 

が出來る、缺いた者の有志がエスペラントをやることには差支はないと考へるし、英語を習ふ 

于段としてやることならいいと思ふが.手當を支出する方法がないとのお話だったので.その 

方は何とでもいいからといふので.早速實行に着手して頂いた。

昭和10年入學の組

當時4月入學の・年生の組分や時間割はkう出來てしまって居たので.何れか一組の中で、・ 

英語を學ぱなくて・、いいといふ者を集めて、エスペラントを敎へることにきめ.丸山校長自身 

御有知の新入生の家庭を訪問してヽ相談して下さった。勿論反對もあったが、4月新學年にな 

って13名の賛成者が出來たC校長の娘さんも恰度この年入學され.これに參加された）。こら 

して愈々第一步を踏出した。

5月半頃になって、他の組のある生陡の父視からぜひ習はせたいとし、ふ希星があったので、. 

これを加へて14人になったC現在この組は3年になって居る;）。

夏休みまでは大體Ĉe-metodoによって、全然敎科書なしにやった。そしてローマ字だけを 

敎へた。 ・ • ' •

袁休み中に習字帖1册を與へて練習。

9 月から Solomon: Esperanto por Infanoj を用書にした〇

外國通信を翌年1月から手ほどきした。

2年になってから、Degen: Esperanto-lernolibro por PopoHerneĵと石黑修:初等エスペラ 

ント講習讚本をやった。

前&は思ひの他、單奮が多く面白くないので活字が小さいといふ不平があって.少々閉口し 

たが、5年4月末でやっと終った。

3年になると、下村芳司:エスペラント童話叙本を副讀本に採用。これは活字が前述ドイツ

・私は偶然校長が提出されたエスペラント敎授に關する書類から、當時の文部大臣田中隆 

三氏の印のあるエスペラント敎員認可の辭令を受けた。昭和5年12月13日に書類を出し、昭 

和6年7月15日附で辭令め出て居るところを見ると、相當問題になったらしいが、日本のエス 

語敎育史上將來贵亟な支献となることと思って居る。

*・近頃で第1同は.昭和2年大日本堆辨會钢談社發冇の「現代」誌上で英靑科問題が論議 

された時であり、當時私もその7月號に・英語廢止の價値竝に對策」の一文を發表した。第2 

囘は滿洲事變、阈際聯83脫退と前後して起ったものである。
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のと同じ小さい上に、肉が細い・のでやはり不平が出た。しカ』、割合にスピードが出て、5 

月上句で讀了。

中旬から、山田弘譯:東洋の俠血兒、並に文法書として、石黑修:エスペラントの學び方を 

・使用。

餉者は大體9月さでに終る豫定。後者は3月までの豫定。前者は活字も大きいし 紙もよい 

L.話も團白いので相當壽ぶことと思って居る。後者は一般文法の他に、エスベラントの歴史、 

その他常識的なこともあるので、學習書であるが持たせて、文法を一通り敎へようと思って居

尙9月以降の讀物は、目下考慮中である。又9月以後は生陡の希望により、英語の手ほどき 

も少Iやる豫定になってゐる。

昭和!1年入學の組

へ度は入第;占願者心得に、粢判4ページのエスペラントについて說明を書いた刷物*・を作成  

して配布して.父兄の理解を求めたが、試驗の結果許されたものは30餘名。同校では1組48 

名のため、エスペラント第二志率その他の者を勸透し、こ、48名にして1組獨立のものを持つ 

ことになつた。

この紐,には、石黑修:初等エスペラント講習翔さを使用、Ĉe-metodoによることは前年の 

通り、參考霑として、石黑修:國際語の初步を持たせた。

夏休みの習字帖前年通り〇

10月に圭って、讀本の參考書、同上講義を希望する者に持つことを許した。

翌年3另に外國通信手ほどき。

2年に進級に際して、何の學課の成績のよくない者4名を學級主任の申出で除き、現在44名。

2年になってから.Solmon : Esperanto por Infanojを使用。これ（ま前年をゆっくり進めた 

この生徒逹の力には恰度ふさわしく極めて氣持よく進んで居るので大體段休み前に終る理定。

9月かにはVendreda Klubo: La Floretoj使用の理定。

昭和12年入學の組

今年も昨年の樣に刷物をいゝべて志願者に配布。應募者の合計781名、その中英語第一志皐 

•472,エスペラント15&他はどちらでもよしといふので、その中人學を許された者エスベラン 

ト志望者の小50名。組編成の都合で2名は英語の方に託した!が、缺員が出來て補缺から補充。 

何れにしろ完全に一組出來たので.丸山校辰の盡力も漸く芽が出かけたといふところである。

今度は本は石黑修:エスペラント第一步。

習字は前年通りの祺定。 ー:;

エスペラ > トの課外

從來は大體在校生力:主であったが、C昨年は5月から住めて本年4月に終講）、卒菜生並にー 

般婦人が多く.そのため大變好調子で進み、二週2囘併せて大體3時間.昨年のザ博士の記念 

祭の劇など仲々うまくやってのけた。一年間の用書は

・活字の九きさは英語の力では制限がある。私Q英語を習った時のことを思ひ出すと活字 

の小さいのを誌める樣になった時、一種の喜びを持:ったが、まだこの位時としては讀みにくい 

感じの方が先の樣である。

*・この印刷物入用の方は3錢切手封入學校内小尘宛中込下さい。10枚附郵3稅錢の割で差 

上げますかし、稱々宣傳に利用して頂いたら幸です。
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和我・盜

・舟

昭和rr年必月・ザメンホフ奈

エス詰劇（生徒自作）《そら豆の煮えるまで》《乳しぼりの娘と皈;呎ひ》 

1 へ出演する生徒諸氏

石黑修:初等エスベラント講習舉未（7月まで;）

Sceneider k Carlsson: Barbro k. Eriko （7月21日から31日まで午前3時間宛毎日）

Storm: Imenlago （9 月一!0 月中旬）

Bulthuis: Josef kaj la edzino Potifar I、!I ¢4 月末讀了） 

外國通信は7月から開始。

尙今後時々會合、證書會を紐織、第1回の本はBjornson: Gaja Knaboに決止。

目下昭和12年度課外幕集。

ついでに番考のため今まて同枚の科外で使用した本を列攀すると次の通りである〇

石黑修:エスペラント入門（絕版）

石黑 修:エスペラントラヂオ講座敎木（1929年）（;絕版）

石黑 修:初等チスペラント構習就本 '

VValter: Gaja Lernolibro

Solomon : Esperanto por Infanoj

Privat: Karlo

Tolstoj: Ivan la Malsaĝulo

小坂猖二:エスペラント文攀讀本くスラヴ綸〇

Ariŝima : Deklaracio

Storm : Imenlago

Balthuis : Jozef kaj la edzino Potifar （I だけ）

Ivans: Viro el Fracujo

Shakespear: Hamleto
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エスペラント敎授雜感 '

早いもので、正課時間に每過3時用宛敦へ出してから、もう2年餘の炭月がたった。 

はじめは随分今考へると慾張ったが、漸く見通しがついて來たので•所謂石の上にも三年®

これからといった感がする。 ’

智能反逹の關係もあって、一般の議習の樣に外國語の素養があったり、やってみようといふ 

慾をもって集って來た人々と違って思った樣に進まない。夏休み前のate 一通りが先づ一杯 

である。ただ同じ程度の者の揃って居ることは社合がよい。

はじめは仲々興味を持ち、一寸會話等の出來るところまで行って、夏休みですつかり.元の 

木阿彌になり、9月から栢當•學力の差が出て來る。

もっと根本的な發見はエスベラントがはじめての者には、この位の年齡の智能の者にとって 

は、英語に比べてさしてやさしくないといふことである。しかしヽさす力;に3年になると、一 

寸小氣味よく、エスペラントのやさしさが生徒にも判って來ん樣である。3年間で大體英語の

5年は空論でないと思ひ出した。 ヽ・ ；：

何にしても敎科書のないことが苦痛である。詔本と習字帖。英語の贅澤にあり餘って選舉に

困るのを見ると羡しくもありヽ淋しくもある。習字の方は英語のを借用。

讚本は大體が短期の外 證の素養、 少くとも□ーマ字を知って居る人を對照に編んだ文法書

で.その點相當努力して敎Uを取捨した積りの私の「初尊エスペラント續本」も、活字の大き 

さ等も恰度理想通りであるが.一年の生徙にはどうしても無理である。

外國物では尙史駄口。＞,Esp. por Infanoj Hなど活了の點では申分ないが、あれをすぐ始め 

か心日本の子供に使はせるのは容易でない。昭和!o年組で1年からの使用には失敗した力';、 

昭和□年給の2年からの便用では思ひの他の成績を得てゐる。

„ Esp. lernolibro por Popollernejoj "はなるほどドイツあたりの上徒にはよいだらうが、日 

本のでは2年でも不向である。

Walter の „ Gaja Lernolibro u なども駄tl である。

結局愆しく編輯する他致し方ないといふ結論で.大體3卷で.英昭のリーダ-と同じ位の作 

家で、3册を終れば曹通の內外出版物が讀めるといったところで下案を整理して居るから、 

若し發行が出來たらば・卷1は昭和12年組に9月からと願って居るが.現在の樣に1校だけ 

の使用では發行を引受けてくれる書店もなし、學回あたりで引受けてくれたらと思って居る。 

c若し.各地で或は講習に精々利用して貰へて年何百か宛Hる樣になれば・何とかなると思って 

居るが・今の狀態では學會にして氐押つけるこちらの方が虫がよすぎると考へて居る。）幸に各 

地の指導者.諸君の援助によってぜひ讀本を持ちたいと願つて居る。关

會話の方は反って1年ノ）方がいい。」戯になると女の子ははにかみが出ていけない。

尤も課外の方は粕當の成績をあげて人膽に話して居る。殊に昭刖口年の組はよかった。

外國通信はとても乘氣になって居るが、折角审込と返事をくれないのが30%もあり、第一 

適當な相手を見つけるのが容易でない。外國へ通涪希望を出したら、女の「供は少くて.男の 

大人が多くて閉口した。折角子供でも男の门といふと日本の在來の道德感C?）から通信するĝ

・京都の柴山噬氏から、秋山文陽氏が私立の宗立夜學校で一週2時間宛正課として4月か 

ら敎へることになったが、敎科書その他について知らせて欲しいとの問合を受けたが、現在で 

はやってみるにしても本がないので、杏力:出來たら一方やって見る审が今少し樂になるかとも 

思はれる。 . • .• 「
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がない。もう一つには恰度年が同じ位の者でも筆瑣が仲々判諛に困難を感じて居る。しかL文 

通はたしかに學習のよい助けになるし、喜んで居ゐ。

一組の人數はエスペラントに限らぬが、25名位のところが望ましい。14人は48脚ア、机の 

ある敎室では少し淋しいが、48人は仲々手が廻りかねる點が出來る。

集りは4月14日と12月15日を中心に年2囘宛もって居るが、これは所謂學藝會として生 

徒たちも樂んで居る。昨年12月の會などは餘り油が乘って、英語への示威の樣にとられて、 

御機嫌の惡い筋さへ出來て困った位である。

上の學佼へ進むのにエスペラントでは困るからといふのが、大磴父兄の不賛成の理由である 

から、現在英語が入學試驗に出る限りに於いては、英語を無視「る譯には行かない。それで5 

年問に英語だけの者と比べて劣らぬだけの英語の力をつけるこよが出來たら.問題はない。目 

下この點に對しての硏究と用意を續けて居るが.これに若し成功したら、日本に於ける外國語 

敎授改新に一石を投ずることが出來ると思ふ。 …

上級學校へ進まぬ者だけを集めてといふことも出來るが、近くは今夏の國際敎育會議、遠く 

は-年後のオリムビックなど英語宜傅が利きすぎ、ラヂオでは英詰は益々頑張って国•るといっ 

た時、出來ない者がやるといったことは、殊に女生徒にはたえられないひがみであるから、英 

語をやらないことは肩身をせまく思はせる樣なことはしたくない。少くとも對鐸感、出來れぱ 

優越感を與へるまでにしたい。

この頃は餘り「赤」の動きが活潑でないため・新聞に結びつけた記事もなくなって安心して 

居るが、前には課外のなど.新聞記事か出ると、嫁入先が案じられると皆が云ふので•自分は 

校長先主を信じてそんなことはないと思ふが、やめさせるといふ父兄があったりした。

その他に英語關係の壓迫や反對が時々あって、累を丸山校長に及ぼさない樣にといふことを 

絕えす氣づかって居る。この方は現在もないわけではない。それにつけても各地の有能な話君 

の積極的支持を願ってやまない。 ・ 丸

丸山校長の理解と英斷による日本で最初ろ唯一のこの試みを、"本のLa Eksperi marto de 

Eccksとするため。私としては最大最善の努力をして來た積りで込るが、前途まだ幾多の問題 

もあり、これは到底多數諸石の力をまたないでは出來難いと思ふので、ここに中間報吿として 

經過の大體を申上げることにした尙實際敎授の個々についても報吿して.今後同樣の試みをさ 

れる誌君の參考に資したいと思ったが、整理がついて居ないし、ページの都合备あり・今はこ 

れだけに止める。 ・ •つ

今まで直接間接によせら2した諸君の御厚意を謝すと共に.今後の鞭撻をお願ひする。

〔追記〕授業來觀の希望はあらかじめ往復はがきで時間など問合下さい。

本稿はあげた使用書は學會で大體取次ぎの筈です。

その他エス誌敎授關係の小出宛の通信などは便宜、「束京市芝區赤羽.府立第六高等女學校・ 

石黑修」宛に頂きたい。.

尙昨年12月25日エスペラント科の基礎をつくるため.「第六高女エスペラント會」を設立 

して、圖書雜誌參考品の購入・通信費補助などのため、寄附を仰ぐことにした。丸山校長は還 

曆祝に卒業生在校生から贈った金員の一部を率先してこれに下さったし、篤志の方々から援助 

を頂いて來て居るが、これは誰方Gも椚申出を歡迎して居るから、精々お淋ひしたい。又、內 

外圖書雜誌參考越など御寄贈を賜ることが出來ればまことにありがたい事である。併せてお願 

ひしておく。この方は「第六高女エスペラント會」宛にお願ひしたい。
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アント ・グラボフスキ

* TAKAGI-H.

1

アントニ・グラボフスキ(Antoni Grabowski)わ1857年6月11日にポーランドのコ匕部、プ 

pシャ領ポメラニアのノーエ•ドブレ(Nowe Dobre)に生れたボーランド人である。1859年 

に生れたザメンホフよりわ二つ年上である。匕かL、死んだのわザメンホフより4年のちの 

1921年であった。彼力:專門に勉强したのわ化學で、ドイツのプレスロウの學校お出たのであっ 

た。厚校おすませて數年のあいだわポーランドの方々の町で働いたが.ずっと後になってワル 

シャワに定住するよーになった。彼わ自分の職柴にたいして非常•に熱Uで・イギリスのレムセ 

ン(J. Remsen)の書いた化學の本お反譯したり、みずからポーランド語技術用語辭書お著し 

たりしている。

グラボフスキが語學に井常なタレントお持っていたことわ有名である。彼がエスペラント詩 

壇初期の寶石集とも言うべき各國詩選《El Parnaso Popoloj de»の警者であることによっ 

ても知ることができる。これにわ35個國話からの詩の譯が集められている。《偉天なボリグ 

ロート》と言われたじけあって30ほどの言語に通じていたとされている。このよーな言晤通 

であった彼が早くから國際人工語に强い興味お抱いていたことわ'也・然なことであった。彼わ工 

スペラントお識るまえに、ヴオラピクを學んでそれお相當に物にしたのでもった。熱心な彼わ 

自分ひとりで研究したばかりでなく、みずからヴォラビクの作者シュライエルお訪問したので 

ある。しかし、《完全にヴォラビクか;話せた》彼が、そのき語の考案者に會って彳打たことわ、こ 

のカトリックの僧正自身かロクに話ができないほど、この人工語がむずかしいものだとゆうこ 

とであ》った。

ヴォラビクに失瑾したグラボフスキがエスペラントお識ったのわ、1887年にトリルの町で工 

スペラントの不お見つけたときであった。1887年わエスペラント發表の年であるから、發表の 

ゝち間もなくエスペラントに觸れたわけである。その本お手にして、熱心に新しい国際晤お勉 

強しだしたグラボフスキわ、そのポリグロート的タレントによってエスペラントおたちまちに 

物にし・こしまい.熱心なエスペランティストになった。

こ7時=分に彼わロシアに旅行しよ として、ドイツ晤書きのロシア語學習書(August Boltz 

诉)お讀んでいたので、その本のなかに練習文例として載せられていたブーシキンの《吹雪》 

お、習いたてのエスペラントに反譯して、それおザメンホフに送ったのであった。口分の第1の 

再!t發厅して、その反響や如何にと待っていたザメンホフがグラボフスキの巧みな反譚お受け 

とって非常に再んだことわ想像にかたくない。この《吹'ぎ》(La neĝa blovado)の反譯力:エス 

ペラントにおける文學的作品の最初の反譯であった。この《La neĝa blovado»わ、エスペ 

ラントの最初の語根一わずか947—お自由に使いこなして、立派な文學的作品お反譯し、 

それによって人工語エスベラントの言齬的完全さおはじめて實證したものとして、エスペラン 

ト文學史の最初のージお飾ペる意義ある作品である。

っずいて.ゲ-テの喜劇《La gefratoj »お譯した(1889；〇これわエスペラント文學反譯の 

第2の作品である。第3わブール(E・d. Wahl,オクツィデンタルの創冶者)の.澤したレルモ 

ントフの« Princino Mary »,1889であったが.第4,第5わグラボフスキのものであった
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C« Kondukanto internacia de V interparolado», 1890 ;ブルス(Faraono の著者)の « La 

nova jaro» とシェンキエヴィチの《Janko Muzikanto»,189〇).

ザメンホフとグラボフスキとのあいだに煨初のエスペラント會話が行われたことわ有名であ 

る。もっとも、1885年にザメンホフわ友だちのワルデングルク.(D-ro Aleks. Waldenburg) 

と新しい言語で會話おやったことがあるが、それわエスペラント發表以前で、その新しい言雷 

わまだエスペラントでわなかったのである。グラボフスキがザメンホフとの最初の話し手であ 

り、文學反譯の最初の人であったことわ・彼がザメンホフについで、エスペラントと深く結び 

ついた最初の人であることお語っている。

熱心にエスベラントの仕事おやりだしたグラボフスキわ忠實なエスペランティストとして工 

ネルギーエに宜傳おやった。ロシアの工業祁市イワノヴ*  ・ヴォズネセンスクの紡績工場の技 

師として數年のあいだ働いていたときにわ彼わエスペラントの積極的な働き手であった。

2

グラボフスキたち初期のエスペランティストの努力にもかゝわらず、ゲオラピク先敗のあと 

に生長しだしたエスペラントの芽わなかなか急にわ大きくな心なかった。ゲオラビク運動が急 

にひろがり、また急にしぼんでしまった有樣お目にした〕比間の人々わ滾際語運動そのものお否 

定したり.それに無關心になったりした。そしてエスベランティストわ、エスペラントが充分 

に社會的買用に役にたつ力お持っているのに、運動が急速にひろが心ないのわ、ヴォラビクの 

よ一にエスペラントが言語上の蔽陷お持っていろためだと考えるよーになった。とくにこのこ 

とわエスペラント運動の指道的地位にある人たちの頭に思いうかべられた。エスペラントお便 

って通信もしその實用に滿足していたエスベラント大衆にとってわ、エスペラント連動の生・艮 

のテンポがのろいことわたいした問題でわた力、ったが、連動の積極的石動分子にとってわ、上 

に述べたよ-な方向ちがいの反省が當然に行われたのでちった。

30餘の言語に通じ積極的なエスペランティストであったグラボフスキは同じ考にとらわれた 

のわ無理もないことであった。實際、ヴィラビクが發表後9年のおいだに25の雜誌ね持っこ 

とができたのに、エスペラントわ11年たってやっと2魏の雜誌しか持つことができなかった 

のである。かなりユックリした菇進ぶりであった。指道きたちがジレッタがるのも無理でわな 

い有樣であった。

かくしてエスペラント改造の試が行われ、それわ初期エスペラント運舐に大きな動描おあた 

え、のちのイ-ドの出現による改良主義の大曝發の準備iおなしたのであった。

エスペラント改适の案わ1891年から94年ごろまでさかんに提出され■せつ加く出きたエス 

ペラント最初の雜誌《La Esperantisto»わ、さまざまな改造諭でみたされるにいたった。こ 

の雜誌の發行お經濟的に支持しザメンホフお助けたトロムペーター(W・H. Trompeter)ま 

でザメンホフに迫って改良案おださせた。それわ1894年の第1號からし. E.に發表されだ 

したが、それより早くグラボフスキわ1893年に改造お加えたエスペラントて詩集《La Liro 

de esperantistoj»お:*:した 。そのなかに取りいれた改造とゆうのわっぎのよ一なものであっ 

た:kaj のカ、わり｝こ ed, ĝi Io, hodiaŭ -> hodje, poezio poezji, aakoraŭ -> ankore, 

preskaŭ ->preske, baldaŭ f balde など〇 ・

ザメンホフが發表した改造案わ一般の賛成を得るところとならずに・當時名のある多くの人 

たち、ボーフロン、デヴヤトニン.コフマンたちの積極的な反對お受けた。のちにイードとゆ
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うエスベラント改适語おやったボーフロン、コフマン.ルメールたちが、このとき改适に反對 

したのわ變のよーであるが、それわ、當時におけるエスペヲント運動の弱カ、ったことお老慮し 

て、僅かなエスペランティストたちの分發による運動そのもの、破滅お恐れたのと、ザメンホ 

フの捉出した改适案に不滿おいだいたかわで、エスペラントの改适そのものゝ意義お正しく理 

解し、國際補助語が大衆的な集直的創适によって行われるべきことお悟っていたゝめでわなか 

ったのである。この反對者のなかにわグラボフスキも加っていた。改造問題についての最後的 

決定あなIた投票わけ94年12月に行われ15?對122でゝエスペラントわ改适されないこ 

とになった。 •： ...

改适置題が片つくとゝもに、改造お主張した人々わ多くエスペラントお去り、またその人た 

ちのうちの1人でちったトロンベーターも雜誌吹持おやめ・運動わまた足ぶみおはじめだした。 

人々わまたエスペラントの能力お疑いだした。ポリグロートであるグラボフスキ春運動の停退 

がエスペラントの言語的缺陷によるものだと考えた。やがてこれらの人たちによって就誌 

«Linguiste (1896-97) Fイツでローゼンベルゲルお中心として發行された。この雜誌わ《i比 

界語の友お共通の仕事に統一し沢できるだけ自然語に近い形お持った世界共通語お考えよー 

とするのが目的であった。 しかし、個人に自由お許しこ共通の言語お考えだすことわ結;iでさ 

ない話で、やがて珂號で雜誌わ廢刊となってしまった。

この雜誌《Linguisteのn-ro 3 (1896)にグラボフスキわ自分の改适案« Reforma Pro

jecto »お捉出した。それわ主に單語の形お自然語ーーフランス語に近すけたものである。彼 

わエスペラントが各國霜から單語お集めているために國際的莒語として充分なものでないとす 

ることから出發して、エスペラントの語彙わたんなる空想の產物であって、《現代の比較ロマ 

ン盲雷學》によっていないと级難した。アクツェントの統一、接辭の不自然性も彼の比判の林 

料であった。・

ヵ、くしてエスペラントおはなれたグラボフスキ:bフランス語化されたエスペラント\《mzl- 

tic modern latin»お作りあげた。エスペラントにくらべて彼の案が異なる妙わ、エスペラン 

トのakcento, nacio, direktoがnesento, naciono, directsionoとなっていることで想像でき 

るC ・ ^ .

もちろん、彼の考えた案が■•般の支持お受けることわできななかった。かくしてゝエスペラ 

ントお育てた人の1人であるグラボフスキわついにエスペラントお離れてしまったのであった。

しカ、し、エスベラントわその翌年1895年ロシアから閉めだしお倉ったけれど、だんだんと 

中央ヨーロッパに進出し新しい地盤お堅實に築いていった。數十の莒詰に通じていた語舉おで 

あったゝあに人工的加工の逼いエスペラントお禎極的に理解ができずその運動お織れたグラボ 

フスキわやがて賢くも1'1分の談に氣がついて、1903年にわエスペラントに戾り、それじ後、 

積極的に活動し、ザXンホーフについでエスペラントの言語的發逹に最も大きな力おつくし、 

死ぬまで忠實》パタラントであった。グラボフスキと、去に改造的.強見お持った人たちが自分 

口分の勝手な考案にふけって、實際の國際詔運動の流から浮きあがってしまったのに、グラボ 

フスキがふた入びザメンホフのよい協同音となったことわ、彼が賢いタレントある騎學者であ

・グボボフスキの主張わその主張お•比判したKofmanの諭文(Lingvo Internacia, n-ro 4 

p. 59-64,1896)に詳しい。K・の長い比判のまえに匿?5 B.の簡單な非難がのっている。こい 

に上ってザメンホフにつぐ工•ペラント界の名上ゲラボフスキの改造論わかなリのセンサツ水 

-オお引きおこしたことが知られる。



ったことお示している。賢さのために一時わ形式的な問題に關心お奪われたが・や力:てその非 

がわかるや•すゝんで誤托淸算して、もとの國際語運動に戾って來、ほかの人のできない仕事 

おやった彼の率直さと熱情とに.われわれわ深い敬意お拂うべきである。

3
グラボフスキがエスペラントに戾ったとき、自分の誤お認め、そのことおつぎのよーに語っ 

ている:«机がtabloと名ずけられなければならないのわ、なにか論理的な、またわほかの理 

クツかにでわなくて・た¢ザメンホフがそー名ずけよ一と思ったからとゆう理由によるのにす 

ぎないのである。もしザメンホフがそれおtisoと名づけよ一と思ったので臥ったら、われわ 

.れわすべてのその單語お受けいれたであろ ……»〇

グラボフスキのエスペラント规脫の動機と關連して.われわれわ彼のこの言集に大きな興味 

托そゝられるのである。それわ、國際語創适における個人の役创くこゝでわザメン汰フの單語 

创适の自由の間題）ヽ一般的にわ言語創造における自然的耍素と社會的（人工的）變素の問題に 

ついて、彼の言葉ナ）興味深いつながりお持っているからである。

グラボフスキがエスペラント衣辔れたのわ、ザメンホフのこの言語が自然語的形態,からかな 

り隔って.ザメンホフ自身の個人的卷 、個人的意識的加論理化合理化）が强すぎると彼に

恕われたからであった。

しかし、ザメンホフがそんなに自然語から離れた形お採用したときうことわできない。彼の 

吕衞が國際語としてはじめて社會的に實用されえたのわ、彼以前刀すべての言語案にくらべて 

'單語の形態巧現賞的であったことによっているのである。一つ一つの單.洛わヴォラピクにおけ 

るよ一に宗敎的インスピレーション、個人的恣意によって、現實に行われている（民族語の形 

で）形態と絕緣したものでわなかった。たとえば、port'お取って.それと同音で意義の異る 

フランス語のporteお取るときにわpord'とし、ait'にたいしてald'おつくったことお見て 

も彼の選擇わいたって現實的であったことが知られる。民族語に全く見いだされない、彼の工 

風になる語根、たとえば、イエスペルセンの非難するedz'わドイツ語のPrinzessin （prin

cedzino, princino）の後半お切りとって仕あげたものである力:、それでもフランス語のepoux 

（edzo）と昔韻的連想持っている。17世紀にはじめてフラレンルの化學者ヘルモントによっ 

て發見されたガスとゆう新生物に彼がgasとゆう全然新しく考えだした名前おつけたが.そ 

れとて、ドイツ語のGeistC精神）と連想されてできたので、そのよ-に言語わ旣存の材料お利 

用するものであると比較言語學のオーソリティであるメイエが言うている。ことに、1,00〇た 

らずの最も日常的な語根おヨー ロッパ3吾からエキスしなけれぱならない國祭語にとつこわ、ヴ 

オラビクにおけるよーな空想的な要素の優越わ許されることわできない。

グラボフスキわまたエスペラントの昭•語お非難して、komunikiĝi, legigiわいかにも耳ざわ 

勺 だから、ヨーロッパ語的なcomunicassiono, legalizer の方がよいとしている。ヨーロッパ 

語ことに最も文化的なデ9カテーツォお持っているフランス語に親しんでいるものにとって 

わ、たしかにエスペラントの-ig-, -ig-の接尾辭わ肌ざわりがよくない。しかし肌ざわりのよい 

新しい葫根お持つより接尾辭によって語恨お合理的に派生させる方が、國際的餌單さな原則お 

保つことができる。このよ-な論現化意識化わ國籃補助語の國障性お確立するために必要なの 

であって・方言の民族標準語化のばあいと同じ必然性お持つものである。

っまり・國際語の創造者においてわ、自然語が人間の行爲•お超えて存在するものでわなく、 
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無意識的に人間の社會的生活の結果生れた言語であるのと同じよーに.《創造》の役割わ現實的 

諸发素ーー當時における文化的な民族語の諸要素ーーの體系的合理化にあるにすぎないのであ 

る。したがってヽザメンホフにわ、テーブルにたいしてtableイギリス語、フランス認その他 

ロマン語の辭根）、tおくドイツ語語根）、就olCスラヴ語語根）など現存する文化钓民族語語根お 

國際補助晤に採用する自山わあっても、ヴォラビクやそれ以前のアフ•リオリ的言語案における 

よーうな全然現實に根お持たない語根お採用する自由わなカゝったのである。ザメンホフにおけ 

る國阶語語彙創造の一般的原則わそれお許さない。こーゆう條件のもとで.グラボフスキが言 

ったよーに・ザメンホフがtabloと言:bすにtiŝoと言ったとしたら、われわれわtisoと言 

わなければならないであろ-〇

國際語としてある一つの言語案が發表され・それが一つの符號盟系であることおやめて、社. 

會的實用のうちに生かされ.言語として社會注お持っよーになったとすると、もはやその言語 

の個人的な變更改造の可能性わ失われてしまう。エスペラント發表と同時にザメンホフが賢く 

も聲明したよ-に.その言語わすでに個人の手お離れて社會の共有財となりヽそれお發展させ 

るヵわ社會的大衆的集理に移されるのである。そのばあいにわ個人的創造の役割わ社會的必要 

の認隸にもとずいた創意にとヾまって、多少わ合理的なものにしろ個人的創意による改适變更 

わその言語社會の一般的必要おなすものであり.その承認のスタンフ•お受けなければならない。.

ザメンホフわエスペラントの發表まもなくその缺陷ナs見いだし、それお訂正したが、-----

tian, kian,...のtiam, kiam ...,えの訂正、----それわ實用における混亂お除くための當然

のことであった。このよーに社會的實用に混亂おきたす缺陷お除くカ、・新しく生じた必要お充 

すものでないかぎり、多少の論理性、屈伸性eニュアンス）わたいして問題とならない。それゆ 

え、エスペラントの體系に乘犬な缺陷お見いだしたわけでなく、それの多少の合理化のプラス 

と民族話えの接近のため失われた國際的論理性のマイナスお持ったエスペラント改适案イード 

がエスペラントの正常な發展おとヾめるブレーキの役割しか演ずることができなかったのわ當. 

然なことである。社會的實用一ーそのうちに含まれている大衆的集團的創造ーーお理解しなか 

った改進論者が今日にいたるまで努力していることがほとんどなんらの積極的意味お持たない• 

わけである。

それゆえヽ國際語の言語瓷系案が1度發表され.社會的實用お得て.社會生活の現實意識と 

して言語の機能お果しだした以上わ、もはや多少の修正わ問題でわなく.社會1勺實用の廣さと 

深さお大きくすることがその言語自身の存在お確立すること、なる。したがって、社鱼的一般 

的承認お得るまでわその言語の基本的構造の安定が保證されることが最も臣要な問題となるの 

である。この點でヴォラビクが失敗したあとお受けて、エスペラントわかずかずの深刻な混亂. 

お經てヽ多くの苦い經驗おなめたのち、1907年の第1回萬國大會においてエスペラント基本構 

進の安定性お確立し、國際語運動の强固な土豪おはじめ■こ築くことができたのであった。

グラボフスキおはじめ多くの改造論者わこの根本的事直に氣がつかずに、國際語案形成にお 

ける單語採用にたいするザメンホフの個人的な意識的諡理於加工•選擇の結果お問題にしたわ 

けであった。初期エスペランティストのうちの語學に通じたインテリや形式的な論理に迷わさ 

れがちな技術家自然科學者たちわ、この根本的事實お知ることができず、1894年や!937¢¢イ 

ード）の騷ぎにエスペラントから脫落していったのであった。しかし.彼らのうちにあって、 

グラボフスキわ賢くもこの事實お認識することができた。a机がなにか謊理的な.またわその 

ほかの理由からtabloと呼ばれるのでわなくて、ザメンホフがそー呼んだからにすぎないの、
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だ》とゆうグラボフスキの言葉わ、映際諳考案における考案者の個人的自住Ĉ恣意でわなく. 

必然お理睥したうえでの自由)おぱ、彼が正しく評價Lたことナ、明かに示している。或際語に 

たいして信頼お持つことのできなI多くの人たちわ、いまでもこの爭實に氣がつかないのであ 

乙。たとえば、東京帝大の言話學敎授小倉進平博士わその講義ブリントで國際語の他題にすこ 

し言及したうえ、エスペラントが現在最もひろく行われていることお認めたのに、それが東洋 

的要素お含んでいないとゆう勢に不蕾お示しているごときわ.結局、グラポフスキが悟った眞 

理に近ずいていないことお示しているC

4

1908年にヱスペラントに更ったグラボフスキわ活發に運助に從い、!904年かじわワルシャ 

ワ•エスベラント會の會長となり、19)8年からタ!ŝぬまでポーランド・エスベラント會の會長の 

イスお占めていた。この仕囁わ政治的事情の特殊性や內部の分派的傾向の强さのためなかなか 

樂なものでわなかった。世界大钱中わ家族とはなれてドイツに述げ、のちワルシャワえ庚った 

•が、家族わロシアに逃げ家わがらあきであった。そのなかで.彼わ有名な《Sinjoro Tadeo » 

虫反澤した。S. T.わポーランド民族文學の土臺となった民族的詩人ミッキエヴィチの傑作で 

あり、その反譯技術の優れていることわ、エスペラント文季に棵くビラミードのごときものだ 

とされている。戰爭中わ荒れはてたワ'ルシャワでザメンホフお訪ね、反譯おやって日おすごし 

たが.古：唯一の友人であったザメンホフわ載爭騷ぎの片つかないうちに死んでしまい、グラ 

ポフスキわますますさびしく日お送っていたが、やがてザメンホフと同じ心臓病にかゝり、貧 

.乏なためにロクなお療もできず・大載が終って家族力';歸ってきたときにわもはやどーすること 

もできなかった、そして1921年7月4日にザメンホフの後お追ったのであった。エスペヲ 

ント書店のショーウインドーの前で心臟マヒお越して死んだのだとゆう。

彼がエスペラントにつくした功統わ.ポーランドの連動指道者としての仕事と、あるいわそ 

・れ以上に大きな.エスペラントの言語的發展における努力とにある。

その努力のうち、とくに鏗かしいものわ證1文の反譯におけるものである。原竹詩人としてわ、

• Espero»についで有名な歌«Tagiĝo»の作者として、われわれに親しいにすぎないが、反 

譯詩において、エスペラントの言皤的美の建設においてわ、われわれわいまだ彼以上の人お知 

らない。彼わ《エスベラント詩の父かと言われている。

エスペラントが發表されるとすぐブーシキンの短篇小說£反譯したじけに、グラボフスキの 

言語にたいする知覺わ人なみ以上に銳く深かった。S. T.の反澤以外にわ話學者として.エス 

ペヲント•アカデミーの文法部長であったし、エス・ポーランド.ポーランド・エス大辭典の 

署者であった。S. T.わ原文の言霜形式に忠實であるばかりでなく、多くの新しいエスペラ、ノ 

ト語根お収りいれ・豐富な詩的言晤としてエスペラントの言語美おあくまでも發押させている。 

彼が取りいねたの新しい單語のうち、SATの《 Plena Vortaroかに入れられたものわその半ば 

お越し、25わ公用語とされたことによっても、彼の井凡な能力お知ることができる。&tiuの 

力わりに&お使い.¢詞形容詞お直接に動詞化したりしだしたのも彼であった。

!度おエスペラントから甌れ、その誤おさとって前より忠實に熱心にエスベラントのために 

働いたこのすぐ九た言雷技術家藝術家、アントニ•グラボフスキお、ザメンホフにつぐ歴史的 

・エスペランテトストとして、われわれが擧げることできるのわ、いろいろの點で興味の深いこ 

上でわないヵ、。 ・.、 二
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動詞FARIの用法

(14) K. OSSAKA

§6 (e). Frazeroj kun „ fari en transitiva senco, daŭrigo: „ Fari uzon 
«1 io" (=utiligi ion 利用)；„ Fari uzon de io<k (=uzi ion 使用)〇

Rimarko: Ambai! frazeroj tamen ordinare en la praktiko estas uzataj en la sama senco, 

kvankam tie la prepoz:co „elu de Materialo signifus „ Utiligon ilf dum la prepozicio 

か de " estas la Akuzativa ” de "・

Ĉu ŝi estos kapabla mem venki la elementojn malamikajn, fari ĝustan uzon el la 

elementoj amikaj. (M19/21) 彼女は自分に敵對する事象をば打ち負かし、自分の味方たる 

べき事々を利用する術を心得てゐるであらう力、。

Mi havas grandaj n rajtojn koleri la naturon, kaj mi ĵuras per mia honoro—mi faros 

uzon el tiuj rajtoj. (Rt13/3)おれは天地自然に對して腹を立てる權利があるのだ、そして 

是井丈(自分の名譽にかけて誓ふ)此の權利を利用してみせる。

Kaj estas tre malhome, fari el la edzeco tian uzon, kian vi faris. (GD 24/~9) え前 

のなした樣に夫婦生活を利用するのはよくない事だ。

Kiel ili povus iam duan fojon fari uzon el sia 尸rto? (Rt 73/16)彼等は二言をする 

ことが出來る筈がないc二度と自分の約束の誓言を利用するわけには行くまい)。 •

Kio estas kun vi, fieraj reĝoj de la mondo, se sian tutan scion kaj inteligentecon ĉiu 

«1 ni devus de la komenco mem ellaboradi al si mem, anstataŭ faradi uzon de la jam 

pretaj fruktoj de la sperto kaj diversaj scioj de tutaj miljaroj. (OV 282/6)過去數千、數 

茂年の總險や各種知識の結實を行便せず、吾人各自ら口分の知識や智能を新規蒔き直ほしに作 

り」げて行・かねばな以ぬのだとしたら、世界の王者たる吾人人類は一體どうなることであらう 

£ 〇

Li faris uzon de la rajto, kiun oni donis al li. (M 171/4; ank. vd. FI! 211/-2)彼は 

與へられたる權利を行便した。

La knabinoj dancis, ĉarme farante uzon de siaj ŝaloj. (FII 93/18)娘たちは自分のシ 

ヨールを美事にさばいて舞を舞った。

Kiel akurataj ili estas, tion pruvas ilia vojaĝo, ili faras uzon de ŝipvetura okazo. 

<FI19416)彼等の行動の時間が正確なることは彼等の旅行が證明してゐる.彼等は船便を使 

っこゐるのだ。

§6 (f) Frazero kun n farien transitiva senco: katizi al iu fizikan senton
aŭ efikon.

(amuzon = amuzi

l ĉagrenon=ĉagreni

embarason = embarasi

surprizon = surprizi

ofendon=ofendi 

kapturnon = kapturni

Ho, mi faros al mi teruran amuzon. (Rt 30/7) 怖しい慰み卓をやらかさ 5 〇

Mi ne estas tia homo, kiu faras ĉagrenon al belulinoj. (GD 16/1;ank. vd. GD 45/11;

FII 139/24)吾輩は美人方に御迷惑をおかけする樣な者ではござらぬ。 .
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Kaj kian grandan ĉagrenon vi tiam povis fari al mi! (Rt 100/-7) 其の時は何て大心 

国をおさせなすっな事でしたか。

Mi petas, ne faru al vi embarason. (M 213/11)御遠慮なさるこは及びません。

Li ne devas fari al ili surprizon. (BV 60/12) 彼'字をおどかさせてはĈ不意打をくはせ 

ては)ならない。.•・バ，・丁,. V-.. (:.

Kvankam mi estas virino, mi havas sufiĉe da kuraĝo, - por venĝi min mem por la 

ofendoj, kiujn oni faris al mi. (GD 32/-6) 女乍らも身に加へられた侮辱の報復をするだ 

けの勇氣はありますわ。 \

Nur nun cirkonstanco min doi aras, ke mi ofendon. faris al Laerto. (H 160 12; ank. 
ud・M172/2, 196/18, 196/-6)只ラエルトに非禮な事をした玄わり合せをすまなく思ってゐる〇

La diablo uzis la plej fortajn incensojn, kiuj eĉ al anĝelo farus kapturnon. (Fili 

120/-2) 惡魔の奴はとても强い香を焚いた、それは天使をさへ目をまわらせる樣な香であっ 

た。〔註］kaŭzi kapturnon (FII 65/13)とも云ふ〇

Fari' ア・计cr> =n1ezurigi
doloron=dolori iun^ dolorigi iun aŭ al iu ion 

ni。ア zrcn =^n1ezurigi honton=hontigi

zorgon=zorgi 

klopodon = klopodigi 
penon ^penigitimon=timigi

Tio faris al ŝi doloron. (FI 111/-2 ; ank. vd. FII 3/1 > BV 64) それは彼女に苦痛を與 

へた(つらかったゝ心を痛めしめた;)。

La anasido pensis, ke ili volas fari al doloron. (FII 4〇/-8) 家阳の子は人が何か痛い 

目にあはせやうとしてゐるのだと思った。

Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras. (P. 255) Cどんなつらい事でもそれが今)眼 

前になければ痛痒を感じない(と云ふ諺)。

Aataŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon kaj mia vizito faris al li plezuron. (F 53/7 

ank, vd. GD 25/19; BV 10/10; Rz 74/8; FI 80/16). -・咋々日私は君の從弟を訪問しました

ら私の訪問をたいさう喜んでくれたC訪問が彼に愉快を與へた)。

Fari al si plezuron de ... (Rt 64/12; FII 99/3) 好んで....する。

Ila,—li diris al si, - mi faros al ŝi la plezuron, mi ankaŭ al ŝi ĵetos unu rigardon! 

(Rz 50/-8)あの方はかう思ひなすったんだわ、えゝ、あの女も嬉ばせてやれ.あの女にもー 

瞥乞くれてやれと。

Memoru, ke vi faru al ŝi nenian malplezuron (M 46/2) いいかへ、あの方に失禮の 

ない樣になCいやな思をさせない樣に)〇

Ni sciigis lin pri tio, kaj ŝajnas, ke ĝi faris al li ĝojon. (H 73/10) その事を申しあげ 

ますと、’どうやらお喜びの標子でしたわい。 : ソ

Ĉu ne la amo al li faras al vi la tutan malcojn ? (Rt 10/10) あなたのこの悲みのも

とはあの方への戀ゆゑなのでせう〇

Kaj mi postulas de vi kontentigon por la honto, kiu estas farita al mi (GD 17/-14; 

a嵌.vd. GD 19/-1)私が受けた恥の片をつけてもらひたいものです。

Vantaĵo, vantaĵo! Tio tute ne faras al mi ian timon. (GD 45/-9) 何のこけおどし! 

こわくも何ともないよ。〔註〕kaŭzi timon (FII 67/4, 91/-9)とも云ふ。

Vi estas tiel malgaja, al vi kredeble faras zorgojn viaj kreditoroj. (FK 68/1) 之ら く 
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へこたれてゐるが・イ皆金取りでも苦に病んでゐるのだらう。

Se oni ne havas zorgojn pro pano, oni tiam faras al si zorgojn de amo! (FK 157/-8) 

人はパンに苦の種子がないと(自门好んでal si)戀に浮身をやっすもの。

Ne faru al vi afable zorgojn ! (Rz 46/4)ど5ぞ心配Cおかまひ)下さりませぬやう〇

La juna sinjoro kun rideto riproĉis la komerciston, ke pro lia tie malgranda perdo li 

faris al si tiom da klopodoj. (M 233/22).その若い紳士は笑ひ乍ら僅かばかりの金が失 

せたとてそんなに大騷ぎをするなんていらぬことだと店の者に云った。

Ho, sinjoro, ne estas necese・ Vi tute ne bezonas fari al vi tiun klopodon. (GD 27/ 
19)まアそれに及びません。それな御心配Cそんなにして下さる)には及びません。

Ho ĉielo! ĉu fraŭlino mem volas fari al si la klopodon! (FII 7/24) これはしたり、 

お孃樣ともあるものがわざわざこれは恐れ人ります。vd. H.110-1)

Ho, ne faru al vi penojn (^zorgojn, klopodojn). (FK 173/25) どうぞおかまひ下さい 

ますな。

Fari grandajn penojn (FUI 131/-7;大に骨を折る。

Kion vi no mas via filo ? Tiun, al kiu vi donis la vivon, kva nkam li faras ĉiujn eblajn
penojn, por mallongigi la vian. (Rt 10/21;ank. vd. M 122/17) 御身がむすこと名づけて 

ゐるのはそも何物。親父の命を縮めやうと一生懸命に骨折ってゐる奴なのに、兎に角そ奴に生 

命を與へてやったc生んでやったっと云ふその奴の事。

TRADUKAJ EKZERCOJ II.

1. 日本海の敗戰はロシャにとって致命的 

(fatala)の打擊であった。

2. どこぞおt圣我はありませんでしたか。

3• 一寸膝にすりむき(skrapvundeto)を 

こしらへただけでず。

4. あの失敗をしきりにくやしがってゐ 

る。

5. なせ出來もせぬ約東をしたのだ。

6. 彼は同級のものを牛耳ってゐる。

7. あの人に遇っても貧乏から身を起した 

成上り者と云ふ感じがしない。

8. これはおめづらしい、ようこそ。

9. 子・供のなぶる(turmenti) ®を見てあ 

はれと思ひ買ひとりて。

10. 彼は新調のフロックを着て年始廻り。

11. よろLい承知したC叶へてやうう)。

12. 彼が人場す乙と參网者一同拍手喝采を 

送った。

13. そんな事をするときっと神樣のひどい 

ばちが當る。ノ ''

14深く契った二人仲。

15.どなたか此の按案に就て御買問はあり

ませんか。

16. 杖は富人にとって眼の役をする。

17. 一寸待ってて吳れ.課長に報吿してく 

るから。

18. お願ひでござります。

19. おどかした位ではこわがらぬ。

2〇.その知りせに父規は大喜び。

21. 君の環み力:叶ふ樣出來るだけ骨を折っ 

てみませう〇

22. 其事は彼に匂はせたのたが通じなかっ 

たものと見える。

23. ありがとう.お世話になりました。

24. 口的を達するには石としては議牲を拂 

はにゃならノじ。

25. そんた虫のいい驛求をした奴は誰だ©

26. 彼を冷遇Lて腹を立てさせて了った。

27. 私を乗てないと約束し•こ頂戴。

28. 君けあんな卞をしたのできっと彼等に

は惡く思はれこゐる。 ,'-

29. 花模樣で此の緘物はリ|立つ。

3〇.カノ门ゆる變も止Lの艮氣にはきかぬ。

31.彼は占語を科學的に硏究してゐる。
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32. 敵に不意打を食はせてやった。

33. それには僕も當惑した。

34. 食へる茸と食へぬ茸とほどうしてわか 

るか。

35. よくもおれにこんな恥をかかせたな。

36. 此の靴はかたくで（窮屈）足力:痛い。

37. 戀に上下（貪富）の隔てなし。

38. 日本人にはrと1との區別が出來ぬ。

39. 御手數をかけてすみません。

4〇.彼女のおしゃべりには弱る。

41. 吾々の演說に就て御氣付の點を御指摘 

下さい。

42. それは事實だから私が何电註解を加へ 

る必要はない。

43. 彼はいつも借金をしては親父を困らせ

てゐる〇 片. '刃'/勺・第

44. 象は痛い目に遇はすと仇をする。

45. 國內を巡遊なさりたいのなら手配をし 

てあげませう。

46. 僕は何事にもくよくよせぬ。

47. 此の提案に修正を加へよう。

48. 海外旅行中エスペラントが驚く程役に 

立ちました。

49. 兄の事は諸君に注意して置こうと思っ 

てゐたのだがつい忘れてゐた。

5〇.かわいさうに彼女は彼にいつかはまた 

會へることと當にしてゐたのに。

Batalo de F Vivo を讀んで

KAWASAK「N・

Mia kateto

9.14. "Ies de naskiĝo, mia kateto ? n diris la doktoro.
'Somebody's birthday, Puss!' replied the Doctor.
Seybt 譯 “ Jemades Geburtstag, mein Mauschen ? " sagte der Doktor.
Heichen 譯"Jemands Geburtstag, Herzchen ? " versetzte der Doktor.
いづれもkarulinetoを意味すること同じだが、AわEsp・とまったく同じのkatetoで、 

Seybt わ mrateto, Heichen わ koreto だ〇

乙が使ったG譯本の譯者が誰かわからないので•まず手にすることにできたSeybt （Reclam） 

と比べてみたのだが.だいたいA原本よりもSeybtのほうがよりEsp.に近い。最近Heichen 

の譯を買ったが、これわかなりの自由譯でヽEsp.譯わ關係なしと斷言してよいと思う。

いまここに問題になっている言葉だけなら・Esp・文わGの二種譯のいずれとも一致してい 

ない。HamletoわG譯よりの重譯との定說であったが.PlehnわAG駆文を詳細に硏究し 

た結果Zam.わ單にG譯のみでなく、A原本をも©照したのだと・文例をあげて證明した. 

すなわちA原本をみなければどうしてもでてくるはずのないの文句がEsp.文にあるからと 

て。 ;

しかしBatalo de V VivoのAをみたのでないことはEsp.文の單行本の序文にZain,自 

ら l（ ĉiu la verko ne sole ne estis tradukita el la originalo, sed mi eĉ ne komparis ĝin 

kun la originalo,...とハッキリ書いているのでわかる。

Esp.單行本とゆらのĴb1910年にイギリスで出したので“& tiu verko estas represo el 

la Unua Esperanta Monata gozeto "La Esperantisto,"..."とある。しかし1894 年まで 

わkiamなどわkianの形であったのだから,このeldonoにもそうなっていなければならな 
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いのに・ちゃんとkiam C例:最初の一行を見よ）となっているから.これだけ單行本のとき 

變えたのであろう。おそG くそのときZam・わ他の箇所に手を入れな力、ったのでおろう。

よってZam.の使ったG譯本わあるいわ mia katetoに直接為たるKatzchenのあるG 

譯か、とも一度わ考えられるが、初料なしノ私わなんとも言えない。

bileto, serenado

10. 9. . e e ĉar hodiaŭ estas la taro de naskiĝo de Marion kaj li pensis, ke 
li faros al ŝi plezuron, li sendis ilin tien ĉi kun bileto, en kiu estis skribite, 
ke, se mi ĝin aprobas, ili alportu al ŝi serenadon.^ •
iliとわ muzikantoj, biletoわ現代用例でわ切符か.bankb letoしか使わないが、ここでわ 

ことずけを書いた小紙片である。Fの節:書にわこんな用例があるが、Esp・でわarkaism〇だ。

A では they had come to serenade her.動詞形が面白い〇 F にも sdrenader が大 しithe 

にあるがarkaismoの印あり、Gの普通の辭:書にわ動詞形わ見出だされない。Esp.でわsere 

nadiわおういに使ってよいと思う6

eĉ ne se vi ŝercas
10. 26. " Silentu! Ne parolu tiel malŝate pri fidela koro, kiu tute apartenas

al vi, Marion,n ekkriis ŝia fratine 一 u eĉ ne se vi ŝercas...''
まった く G と同じ vortordo だ〇 selbst nicht wenn du scherzest.(16 Majo 1937)

世界敎育會議に對し協力を求む

◎來る8月2 ロより7日迄東京に於て第7 .囘壯界敎育僉議が開催せられますが、

世界敎育界に對し 際語エスペラントの垂要性を認識せしめる好機會・でありますの

で5月14日エス運動後援兪幹事會に於て宣傳方法を協議しヽなほ5月20日學會事 

務所に東京橫濱の敎育關係の方々其他に參集を願って如何に働きかけるかを協議い 

たすことになってゐiす。此の際下記に就て各地會員の御協力御支援をお願ひ巾し 

ます。

◎同敎育會議へ參加豫定の方は至急學會內エスペラント運動後援會幹事宛御一報 

下さい（參加せられる分?4•會名をも御附記を乞ふ）。

◎同會議へ外國よりの參加者に對して日本觀光地（京都名古屋神戶大阪別府奈良 

京城奉天札幌登別仙臺）へ會議の前後に數團體に別れて旅行することになってゐま 

すが、各地に於ても出來るだけ働きかけていたドきたい（各地に於てはその地の「廿 

長が招待委員ですから、時日等に就ては此等當局考と連絡せられゝばよいと思ひま 

す）。
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“OKAASAN"
：（3） Originalo de Haruo SATOO

Traduko de Maki MANZAŬA

Dum mi aŭskultadis ŝin ĉiutage, rni trovis ke Laura plej ŝate imitas 
infaneton kaj plej lerte. Plorkrion kaj ankaŭ sensencan kanton en infana 
elparolo. Sendube ŝi havis pli mui an tempon esti kune kun la infaneto 
ol kun la alieij・ Ĉar kredeble la aliaj estas jam kreskintaj, ili vizitas 
lernejon, kiel mi diris antaue< kaj restas hejme nur duonon de la tago •…

Prof, D-ro ゝ api al Eŭropo

D-ro H. Yagi

D-ro Hideo Vagi. ginekologia 
profesoro de Okayama Medicina 
Fakultato, nia fervora membro, iros al 
Eŭropo laŭ ordono de la Ministerio 
de Edukado. Li ekveturos la 27-an de 
majo per la NYK-ŝipo Hakosaki-maru 
kaj alvenos la have non de Marseille 
la 4-an de julio.

La porfesoro unue iros rekte al 
Berlino kaj de tie li faros vojaĝojn al 
preskaŭ ĉiuj landoj de la kontinento 
inkluzive de la skandinavaj. Post la 
Jubilea Kongreso de Esperanto, kiun 
li nepre partprenos, li migros tra la 
sudaj landoj kaj Anglujo. Kaj en la 
komenco de la venonta jaro li trans

veturos Atlanton al Usono, tra kiu li venos hejmen.
D-ro Yayi ekkonis nian lingvon en 1914, kiam li estis ankoraŭ 15-jara 

liceano. En 1919 li organizis esperantistan grupon en la Tria Nacia Kolegio, 
Kioto, kies studento li tiam estis、kaj per tio li donis gravan motoron al la 
movado en la medio de la studentoj. Li en siaj fruaj tagoj kompilis 
vortaron kaj lernilojn. Krome li verkis fakajn artikolojn en Esperanto.

Ni petas al la samideanoj en la eŭropaj landoj kaj Usono doni necesajn 
helpojn ce lia vizito al la respektivaj lan doj.

Japana Esperanto-lnstituto
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Kiam tiel pasis ĉirkaŭ du semajnoj, al mi venis refoje la ermito kiu 
makleras pri birdoj. Tiun fojon li konsilis al mi aĉeti idon de blua cigno. 
Mi demandis, kia estas la birdo kun tia bela nom〇. Sed la ermito ŝajnis 
ne bone scii pri ĝi. Kvankam ne estas certe, ĉar la birdo estas ankoraŭ 
ido, mi ne povas pensi, ke blua cigno ekzistas. Ŝajnas al mi, ke " blueM 
estus eble " griza " kaj " blue swan '' povus esti simpla cign〇. Tamen, eĉ 
se ĝi estus kurioza birdo, mi ne povas aĉeti tiamaniere nur birdojn, sekve 
mi ne akceptis la konsilon.

"Kiel pla&s al vi la antaua birdo ?"
La ermito eble pensis, ke mi estas ne kontenta ja la antaŭa birdo— 

nome Laura.
"Vi diras pri Laura ? Ĝi estas interesa birdo."

Babilas multe ?n ..... ； .•ヽ ・ (，

u Jes, multajn aferojn."
uTre bone!'' ，… リコ)進 ミ

u Tamen ĝi ne parolas kompreneblajn vortojn, kaj nur infanajn—ni ne 
bone komprenas la vortojn, tamen tio ne estas kulpo de Ia birdo, sed verŝajne 
kulpo de la instruinto—ĝi memoris dirojn de infaneto. Sekve ili estas ne 
kompreneblaj, sed tre sentimentoplenaj.v

Tiam mi rakontis al la ermito mian observadon, revon kaj amon al ĝi 
kaj klarigis, ke al mi Laura rekomendis kiel najbaron bonan familion, kiun 
mi ne vidas per la okuloj, sed vidas klare en la koro, kaj al mia edzino 
donis imagon de kelkaj infanoj kaj kontentigas ŝian patrineco n.

“ Se ĝi memorii diversajn aferojn ne dresite, sed spontanee, ĝi estas bona 
bird〇. Saga birdo. Krome ĝi estis en Ia hejmo sufiĉe longe, almenaŭ tri- 
kvar jarojn, mi supoza s. Vi pensas—ĉu la birdo mem, kiam ĝi ploras kaj 
ridas, havus tian sentimenton kaj tion esprimus ?''

''Mi dubas, mi ne estas certa pri tia punkt〇. mi respondis al la demando 
de la ermito, sed aŭskultantoj aŭdas alumenaŭ kun tia sentimento elkond
ukita ・ Kaj jen, ĝi, Laura, ne estus tia birdo, kia estis elmontrata ĉe 
birdvendejo de tempo al tempo, ĉu ? M •

,,Ne, ĝi ne estas tia. Ha, mi nun rememoras; mi estis forgesinta, kion 
mi devis diri al vi. Ĝiaj ungoj kaj beko estas tro kreskintaj・ Mi konsilas 
doni al ĝi ion, lignopeceton aŭ similajn kaj lasu ĝin rodi. Per tio oni povas 
vidi, ke ĝi estis ame nutrata, sed ne tre bone prizorgata. Nome, kiel vi 
diris, ĝi estis nutrata en hejmo de virino kaj infanoj. Plie tio pruvas, ke 
oni ne elmontadis ĝin ĉe birdovendejo. Birdisto zorgus kaj bruligus la
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bekon per kandelo, se ĝi estus ĉe birdisto eĉ se duonmonaton. La beko 
estas tro kreskinta?"

Ankaŭ viajn ungojn, mi diris ridetante, ĉu vi ne volus bruligi per 
kandelo ?"

Ĉu estas malbone, ke ili estas longaj ?v Kun la mieno malsprita 
konvena al ermito li fiksis siajn rigardojn al la fingroj de la mano, per kiuj 
li tenas cigaredon. • •

T诅m mi donis la finon al mia ŝerco kaj rakontis al li daŭrigon de mia 
revo kutima.

La lasta dubo ankoraŭ restanta estas tiu punkto, kial la panjo forvendis 
al birdisto Laura-n tiel amindan kaj tiel bone familiariĝintan. Mi sciigis 
de la ermito, ke la sinjorino ne vendis ĝin, sed interŝanĝis ĝin kun alia 
birdo. Do, des pli tio montras； ke ŝi forlasis la birdon ne pro tio, ke 
ŝi perdis intereson al ĉiuj, birdoj kaj ankaŭ ne pro tio, ke ŝi havis neceson 
ŝanĝi ĝin en monon- Kaj mia supozo ekhavis pli da certeco.

Mi supozas. La sinjorino en mia revo sendube perdis sian amatan 
infaneton. Tiu devas esti 'ゝ kara infaneto." La sinjorino certe ne povis 
elteni la doloron de rememoro pri la perd让a infano, kiam subite en nokto 
Laura plorkrias laute per duondorma voĉo: Okasan! Ua, ua, ua, ŭa!
Mi ne povas trovi alian motivon, krom tiu ĉi pri tio, ke la sinjorino 
ekhavis ideon transirigi en fremdajn manojn la birdon, kiu estas bona 
vojaĝmemoraĵo de la edzo kaj plie bona amiko de siaj amataj filinetojn Kaj 
ĉiuj pensos pri tio same kiel mi, se ili audus la plorkrion de Laura tute 
similan al tiu de vera infano.

Mi kredas mian supozon. Kaj mi time deziras, ke la soleca sinjori no 
almenaŭ ne estus perdinta la infane ton dum foresto de la edzo.

Pasis jam du monatoj de kiam Laura venis al mia domo. Kaj ŝi (mi 
ne povas senti Laura-n alie ol virinon) fariĝis lerta en im让ado de mia 
fajfado, per kiu mi vokas Kintaroo kaj George. Mi amas ŝin. Ankaŭ ŝi 
iom post iom familiarigas al mi. La sola afero, kiun mi pensas kun 
maltrankvilo estas tio, ke, en la tempo kiam ŝi tute familiariĝos al mia 
hejmo, ŝi forgesus imiti la infanojn, ĉar en mia hejmo ne estas infano, kaj, 
ĉu ne dezirus tiam la soleca sinjorino en inia imago renkontiĝi kun Laura 
kiu havas voĉon tute similan al tiu de la infaneto, almenaŭ por la kara 
rememoro pri sia etulo, kiam la vera malĝojo pro la perdo de la 1<ara 
infano pasos jaron post jaro. Kaj dume tiu Laura nun estas ŝanĝanta en 
alian Lauran ĉe mi. \Fino)
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MIGRANTO
• Originale verkita de YUASA Katue

TT
Tradukita de MATUDA Syuzi

Li, Matumura Matuzird, venis ĉi tiun lokon en frua printempo de 191() 
tuj post la Rus-Japana milito. Oni varbis elmi irantaron al Koreujo kaj li 
varbiĝis kaj partoprenis @in・

El la haveno Sakai de Tottori-guvernio ekveturis ilia kargoŝipo, kiu 
veturigis migrantojn el San'in distrikto. La maro de frua printempo estis 
tre trankvila・ Kiam la ŝipo estis preterpasonta la promontoron Zizo-misaki 
lia edzino Iya, kiu la unuan fojon veturis per ŝipo, demandis al li kun mai-■ 
trankvila mieno.

4 Cu la sipo jam elveturis la havenon ?"
"Kompreneble jes, vidu, ĝi jam malproksimigis tiel foren, nu.n
Aŭdinte, ke la ŝipo elveturis, ŝi jam sentis vomecon kaj kuŝante 

komencis elvomi ĉion el la stomako.
La maŝinoj de la malgranda kargoĝipo laŭtege bruadis kaj diversaj 

odoroj de ŝarĝitaj kargoj plenigis la holdon. En tiu malhela holdo homoj 
pasigis kelkajn tagojn maltrankviligajn. Ankoraŭ ne pasis multaj tagoj de 
kiam la prefektacio estis organizita kaj la nova Japan-Korea kontrakto 
farita. Ribeloj kaj tumultoj ankoraŭ okazis en multaj lokoj. Tiajn temojn 
oni priparoladis kaj timemis pri sia estonta laborejo.

"Koreoj estas tre seksdeziremaj, tial virinoj devas esti singardemaj! 
Oni diras, ke tiaj, kiaj la seksperfortoj, okazas ĉiutage.v Tuj sagumis tiajn 
aferojn, kaj eĉ pro tia sensencaĵo ĉiuj ŝanceliĝis maltrankvile.

u Je kia ajn peno kaj sufero ni devis resti en la vilaĝo/' 一 Maltrank
viligitaj virinoj ĝemis kaj rigardis al siaj senpovaj edzoj kun malĝojaj 
okuloj. •一: ヽ ; — 一｝…:訂" 1 ｛い

La ŝipo transversis la korean markolon kaj veturis rekte al Hokei de 
la orienta bordo, kaj tie elŝipigis unu aron, kaj laŭlonge de la marbordo la 
duoninsulo ĝi iris plu norden. • • ，——・ヽ.. :

Post la elŝipiĝo de unu aro la holdo de la ŝipo malpleniĝis kaj vanta 
soleco komencis ataki la pasaĝerojn. Sur la orienta bordo nur sinsekvis 
krudaj montoj. Tagon post tago nenie ili povis trovi bonan golfon, kiun 
oni povus；nomi haveno. , >•.・・ • •.・・〔・‘ ぐ” •ヽ -

Iun tagon, kiam Matuziro rigardadis ankoraŭ neĝkovritajn montojn de
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Ia kontraŭaj bordoj apogante sin ĉe la balustrado de la ferdeko, iu venis al 
li kaj frapis lian ŝultron. Li turnis sin kaj trovis unu viron, vestitan per mal
longa mantelo. Okuloj, nazo kaj buŝo...lia mieno estis kvazaŭ koleranta. 
Laŭ lia nesufiĉe elkreskinta maldensa barbo, oni povis supozi, ke li ne 
estas tiel maljuna.

u Kien vi iras, eh?" ・
Li sentis kontrauemon al lia aroganta dirmaniero.
"Jes, tien. Al la direkto de la ŝipo.n
"Ha, ha, ha prave!''
La viro komencis ridegi ŝancelante la ŝultrojn. Liaj ridvoĉoj, kiuj 

aŭdiĝas ĥa, ha, ĥa»・・• kaj lia spasma nta ridvizaĝo, kiu aspektas kvazaŭ 
indignanta, donis al li iel strangan impreson.

‘‘ Ha, ha, ha,..・ ha, ha, ha,・•・ Mi estas venk让a, tute venkita !'' La viro 
ankoraŭ ridadis kaj daŭrigis.ゝ'Vi estas tre sprita, vi estas tute superas 
mm." Li tuj supre n tiris la manikon de la vesto, kaj etendis la dekstran 
brakon kontraŭ li.

' Nu, ni iru per la braklukto! Kiel do?" Li forblovis sur la tabulo 
de la balustrado, kaj metante sur ĝi sian kubuton proponis al li la brakon. 
Ĉar li estis ŝajne tre naiva viro, Matuziro iris responde al li. Por ke ili ne 
enfalu en la maron trans malalta balustrado, ili ambaŭ tenis sin per mal
dekstra mano, kaj ekstreĉis Ia brakojn. La brako de la viro aspektis duoble 
dika ol tiu de Matuziro・ Matuziro streĉis sin metante sian tutan forton en 
dekstran brakon kaj eĉ klinante sian kapon por ke li ne estu venkita.

La neĝaj montoj, kiujn li vidis oblikve, momente ŝajnis ekŝanceliĝi kaj 
en tiu momento sonis klako. Lia forto superis tiun de la viro kaj puŝfra- 
pe^is lian manon sur la tabulon de V balustrado・ しi venkis.

し Ho, Dio mia! Mi estis ja venkita! Kial mi estas tiel malforta ?"
La viro frotis al li la nazon.
''Nu, por la memoro, ni kune drinku por nia amikeco !'' Kun tiuj vortoj 

li jam estis en sian kajuton apud la ferdeko. Ĝi estis la kajuto de la persona 
pasaĝero. MatuzirĜ iom hezitis・ Aperis lia kapo ĉe la enirejo kaj al li vokis 
la manoj Rigantaj. Liaj agoj estis tre. komikaj, ne konforme al lia koleranta 
vizaĝo, kaj Matuziro trankviligita decidis eniri la kajuton. Ili drinkadis 
sakeon disŝirante sekigitan sepion, kiujn la viro proponis. Hazarde iliaj celoj 
estis samaj・ しa viro ekfrapis la genuon.

‘‘ Ho, tiu vilaĝo situas nur kelkajn mejlojn for de la mia! ” Li estis 
tre ĝojigita.
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"Ĉio iras bone! Do ni havu la interligon de fratoj!" •
° Kaj nu, kiom jara vi estas ? n kun ĝojo Matuziro demandis lin.
u Vi aspektas tridekjara, foje eĉ tridek kvin... tamen laŭ mia vido, 

vi certe estas dudek kelkaj. Cu ne ? n
"Jes, dudek sep."
‘‘ Eh ? Dudeksep ? Ankaŭ mi estas dudeksepjara!" La paroloj iris 

tiamaniere.
一 Nature lia konduto ne konformis al la vizaĝo …一pensis Matuziro.
"Vi, do, estus ja ĉeffrato, ĉar vi venkis min e n brakluktado.M Sub 

sakeo ili interparoladis tre intime.
La viro nomis sin Kavvate Gisuke- Li partoprenis la Rus-Japanan Militon 

kaj transmilitadis en Ljaŭjan aŭ en Ŝaho. Post la fino de Ia milito li estis 
transpostenigita al Korea garnizono. Du jarojn en Kanko, unu jaron en la 
loko proksima de la marbordo de Keisyo Nando li pasigis la vivon ĉe la 
garnizono, kaj revenis 1a lastan aŭtunon al la najbara vilaĝo de tiu de

la nordo. Sed tamen homoj en la norda Koreujo estas 
devas stari kun firma decido kaj preteco. Tio ĉi ankaŭ 
de batalo. Konkeri kaj gajni abu nde da mono, aŭ mortaĉi 
estas nur unu el ili. Ĉiuokaze ni devas sturmi furioze.

Matuziro.
M En suda kaj meza partoj de Koreujo la dolĉa suko jam estas lorsuĉita.

La metodo, lau kiu la antaŭirantoj sukcesis en la sudo ankoraŭ validas en 
sovaĝaj kaj ni 
estas unu speco 
venkite; rezulto 
Dum la milito

ni mortigadis homojn kaj jam ni ne toleras heredi malgrandan dommetion 
de la patro kaj vivi trankvile kvazaŭ dormadi

Tiamaniere ia tragika atmosfero regis la ĉambron.
Gisuke tion ekrimarkis, kaj kvazaŭ ĝin forblovi li ekridegis per seka 

voĉo kun lia kutima koleranta vizaĝo. Matuziro rigardis ĝin. Tiam la viro 
ŝovis sian vizaĝon al li. •

'Cu ne estas stranca vizaĝo ? Jen ĉi tie ・• .Li montris tuj malsupre de 
ia elstaranta osto, • • • Vi vidas maldikan cikatron, ĉu ne ? ”

Kiel dirite, Matuziro vidis la cikatron, kiu aspektas kiel sulko.
"Ce tiu parto la kuRlo forpasis siblante. Se gi estus tra pasinta duon- 

colon malsupre, mi estus mortinta kaj nun ne veturus en tia ŝipo. u Tiel 
li savis la vivon, sed pro Ia cikatrigo de la muskolo, li nun havas tian 
vizaĝon kvazaŭ koleranta.

u Denaske mi ne havis vizaĝon tiel belan, kian la virino enamiĝas, tamen 
tiel malbela mi ne estis. La viro eltrinkis la glason kaj proponis lin eliri
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sur la ferdekon. • \ ; ヽ’

Eble jam estis proksime de Genzan, kelkaj fiŝboatoj, kiuj elvenas mal- 
proksimen for de la tero, metadis retojn. *

い En Japanujo jam estas printempo, sed en Koreujo oni povas kapti 
gadojn.，? Li rigardadis blankvestaj n fiŝistojn, kaj baldaŭ ŝanĝis la temon.

"Vi ne estu tro bonkora kontraŭ koreoj, se ne vi estos malestimata, 
...li komencis paroli tiel,・.Se ili vidus nin malforta, ili kune venas al ni 
kaj faras ĉiajn ruzojn kaj malprofitojn. Ni ĉiam devas sin teni minacaj 
kontraŭ ili. Ke mi tiel tenas lipharaĉon ・・・,kiun mi baldaŭ rearanĝos kiel 
grandioza cezara liphararo ・.・,ankaŭ estas la preparo por ke mi ne estu 
rigardata flavbekulo.,, .：

Matuziro rigardis kontraŭbordajn montojn senatente lian predikado n.
u Kiaj estas miaj kampoj, kiuj kuŝas malproksime transe de tiuj blankaj 

montoj ? Kiaj formoj, kiaj koloroj de la tero ? Certe ĝi devas esti kruda, 
eĉ dezerta, tamen en kia ĝi estas ?.…' Li profundiĝis en la mediton.

Jen kvazaŭ elvekita, li aŭdis entuziasman voĉon de Gisuke ĉe liaj 
oreloj, kaj li estis frapita je la ŝultro. .

“Vi fariĝu granda bienposedanto el migrantoj, kaj mi nepre estos 
granda riĉulo el senhavaj vaguloj!''

Matuziro modeste pensis fariĝi granda bienulo, kaj je la espero, ke li 
iel povus fariĝi riĉulo, lia brusto komencis varma ŝveliĝi.

(5)
Tacuo TAGUĈI,

Japana Mara Observatorio^ Kobe

V. Diversaĵoj.
al Domaĝo kaŭzita de ia trombo>
La akcidento farita de la trombo ne estas tre multa, S-ro Allingham 

preze ntis nur tri ekz emplojn pri sipo:
1)barko Lilian Morris, 2) skuno Alice, 3) barko Reindeer.

S-ro Fletcher alkalkulis apenaŭ unu ekzemplon kaj diris ke krom kvar 
ekzemploj supremenciitaj ne estis multaj okazoj, en kiuj la trombo detruis 
la ŝipon, ĝenerale la trombon oni povas eviti per la alternado de la direktoj 
de ŝipo.

Koncerne al la mekanismo de la tromba domaĝo, ni povas rememori 



27 C229)

la rezultatojn esploritajn pri Tornado>
S-ro Milham kalkulis du kaŭzojn:

1)forteco de la kirloventego, 2) eksploda agado de la malaltega
atmosfera premo.

S-ro Abercromby, R. (Weather. London.1934) aldonis la trian :
3) rapideca aerfluo suprenira el la centra parto en 1a vortico-

b) Substanco de la funela nubo.
En la Nacia epiko portugala eldonita en 1572 (Talman, C. F.)la verkinte 

Camoens supozis ke la trombo ŝprucas akvon el maro kaj poste pluvigas, 
freŝiginte la akvon. ハ 上;.

Ĉu la akvero de la funela nubo estas freŝa aŭ sala ? Ĝenerale oni 
diras, la akvo formanta la tubon estas ĉiam tute freŝa (Bucham kaj aliaj) 
sed laŭ la raporto de " Santiago n (Allingham) Ia akvero de la tubo havas 
salan guston・ Kaj ankaŭ post la trombego, okazis sala pluvo en ĉirkaŭa 
regiono (Bigelowt F. H.: M. W・ R. Voi.34.1906). Estis mirinda ekzemplo: 
lau la rakonto de la kaptito de la trombo, li tute ne spertis la ekziston de 
akvo. (Symth, M. H.: Nature Voi.28.1883)

c) Por ekzakte priskribi Ia trombosimilajn fenomenojn, ni prefaras
klasigi tiujn en kelkajn nomenklaturojn. Mian provan planon mi 
prezentos ĉi tie:

ĉ) Klarigo de Mallongigoj :
Met. Mag.: The Meteorological Magazine.

Nomenklaturo Funelan tubon detrua-forteco

Tornado havas granda

Trombo havas granda

Kirloventego ne granda

Marldrloventego ne granda

Kirlovento
(aŭ Polvo-vento)

ne malgranda

Marki dovento
(aŭ Spruo-vento)

ne malgranda

Meteorological

okazas 

surtere 

surmare 

surtere 

surmare 

surtere

surmare

Office London.

Q. J. R. M. S.: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society・ Meteoro

logical Office. London・

M. W. R.: Monthly Weather Review. Weather Bureau. U. S. A.

Met. Zeit.: Meteorologische Zeitschrift. Deutschland.

Marine Obs.: Marine Observer. Air ministry, London.

Am. M. J.: American Meteorological Journal.

Fino
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Japanai Epigranoj
Traduko de T. NAKAMURA

九十九で死んでー乍惜しがられ 

Oh, ve, mortis — nur 
Unu jaron tro frue! 
99-jaruf.

★
梅一つ落ちて鳴止む雨蛙

Petalo falas
De t/me-arb\ Verda ran*  
Kvakon finalas.

★

風の來るたびに隣の梅を賞め 

Blovas vent, trans bar' 
Kun odor, min sorĉi — al 
Ume de 1'najbar\

★
花火をもらひ日がくれるくれる 

Mallumo subite 
Por nokto venu, venu, 
Fajraj' donite!

★
正月は隣からでもしゃちこばり

En tag' de novjar, 
Eĉ naj bar*  salutas per 
Malfamiliar'.

★
稱出せぱ氷る間もなL水車

Neniam glaci'
Iĝas sur rad1 konstanta — 
Akvomuelir.

★

元日やきのふの取が禮にくる

En novjara tag1 
Salutvenas kred让or' — 
Hieraŭa plag1!

南無女馬乳をのませに化て來い

Ve, vi du vanon! 
Fantomu karulin,! por 
Nutri V infanon!

★
泣く泣くもうかとは吳れぬ遺品分け

Funebran^ en p!〇ドー 

Sed facile ne donas 
Heredaĵojn for.

★
雪に寢た竹を旭が搖り起し

Bambuon, 一 kun bruĵ 
Premkurbigitan de V neg\ 
Rektigas la sun'. '

★
時々は白こ泣く規联子に笑ひ

Ridas por V infan*  
Gepatroj — kiuj larmas 
Ofte Foje por la pan\

★
よく寢れば寢るとてのぞく枕奴帳

Infano bone
Dormas. — patrin' plu zorgas 
Spiron spione.

・ ★

居候三杯目にはそっと出し

Longra paraz让’

Por riz, la trian tason
Petas kun hez让'.

★

屁をひってをかしく电なし獨り者

Ne incidento
Komika por solul'一la
Intesta vento!
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Revueto pri Japanaj Artoj

DAIBUCU en Nara
Arto, ne temante pri poezia arto aŭ 

forma arto, estas respeguligo de nacia 

karaktero. Nacia spirito japana produktis 

la plej altan arton de la senkompara 

budastatuo granda kaj ties templo;la 

grandiozeco de ties spirito kvazaŭ superus 

la grandan kuraĝon japanan ĉe la mal

armada konferenco por konvinki la du 

potencojn Anglan kaj Usonan al japana 

justeco. Viz让antoj al Nara, kiuj aŭdas 

resonon de antikva sonorilego miljara, 

rememoru brilan laboron de pasinta arto 

kaj firmigu Japanan mision en la mondo.

KANĴINĈO, melodramo
Joŝicune kaj Benkei estas enkorpiĝo de 

braveca spirito, kaj Ia merito de ilia vivo 

estas poezio kaj dramo por la objekto de 

popola admiro kaj simpatio. La Kanĵinĉo- 

melodramo, la plej populara el Kabuki- 

specialaĵoj devenis de la legendo pri Ataka, 

la plej tragedia el iliaj meritoj; beleco de 

ĝia spirito, formala beleco miks让a de ties 

muziko, danco, kostumo, fono ktp・ estas 

senprokraste permesata kiel teatraĵo plej 

nobla en Japanujo, kaj samtempe ni 

rekonas ĝin reprezentanta melodramo kiu 

amasigis kompleksajn penojn dum tri 

jarcentoj. •

MAKIE, ordesegnita lakajo
Lako estis produktaĵo de Hinujo kaj 

Hindujo, sed ordesegnita lakajo estas 

speciala arto de Japanujo・ Japanujo, here・ 

dinta lakan arton pere de Ĉosen en la 

antikveco, montris nacian karakteron 

mirindan sur la tabernaklo Tamamuŝi jam 

en la jararo de Imperiestrino Suiko (592- 

628 p. K.)t kaj kompletigis lakan arton

unikan en la mondo dum la epokoj de

Tempjo ĝis Fujiŭara. Plie, dum la epokoj

de Kamaknra ĝis Muromaĉi oni elpensis 

reliefe ordesegnitan lakaĵon, kaj aperigis

japanan proprecon. Pliposte, en la Toku- 

gaŭa epoko la arto iom falis en teknikan 

lertecon, tamen ekzistis tia produktaĵo en

la fruaj tagoj, kiu neniom ŝanĝis koloron 

nek kvaliton eĉ trempita en maro dum 

du jaroj.

• TURO
De la antikveco homoj konstruis altan 

konstruaĵon ĉielen aletendontan por akord・ 

igi homan vivon al tiu de la ĉielo. Ties 

reprezentanta estas turo. La turo en 

Oriento havas originon de Stupa en 

Hindujo. Stupa estas adora konstruaĵo 

por enmeti la cindron. Kiam la turo 

devenis al Japanujo trae de Hinujo kaj 

Ĉosen, ĝia fomo konveniĝis al nia nacieco 

kaj finis unikan formalan belecon kun 

paco, sopiro kaj digno. Ni adoru la 

eternan trajton t. e. tiu ĉi mondo estas 

nirvana, kiun doktrinis Ŝakamunio.

INFLUO DE JAPANA 
PENTRARTO

Genraj ksilografoj, alportitaj por la unua

fojo al Eŭropo en la fino de XlX-a jarcento 

ravis pentristojn kaj 1让 eratu ristoj n en 

Parizo per nova plano kaj riĉa kolorigo, 

fine ŝanĝis koloradon de oleopentrarto 

ĝisnuna, kaj fine aperigis tiel nomatan 

impresionistojn; plue ĝia postbrilo atingis 

Anglujon kaj Whistler verkis japanisman 

oleopentraĵon. Kaj posta impresionismo, 

la antaŭanto de ne-natur?lisma stilo, centra 

inklino de eŭropa pentrarto, estas spirite 

influita de Japana kaj Orienta pentrartoj.

K Cujubi



30 C232)

エス.ペフ’ント週間

今年初めて計畫されたエスペラント週間は束京では非常な成功を收めた。

1・ザメン＜ホ•フの夕の開催・ ， . ....

2. 街頭へポスター 「

3. エスペラント、マッチの配布 • ・

4. 束京市全小學费、 エスペラントの啓蒙的印刷物を送る。 :* '

• •

ザメンホフのタ

現在.スビノザ、へーゲル等、ゲーテ、ブーシキン等、ニュートン、關孝和等・哲學者・文 

學者、自然科學考の偉人の記念祭が行はれ・その再評價がなされてゐる時.ザメンホフを人類 

の文化に貢獻した偉大な人間として、もって、世間に彼の存在を認識させゝ同時に正しいザメ 

ンホフの評價をするために、「ザメンホフのタ」を開くことにした。

4月14日C水）午後六時半から丸の內鐵道協會で催された。主催東京エスペラント俱無［5。 

會場は堂々たる鐵道協會の三階の、中講堂であった。司會者久保氏。 •

1.

2.

3・

4.

國際生活とエスペラント r

希 「 :"-

エスペラント語の輪廓 •

Alvoko al la Tutmonda Esp-istaro por alta taksado 

de D-ro L. L・ Zamenhof

德田六郞 

岩下順太郞 

小坂狷二

5.

6.

（:休 息）

El Japanujo al Anglujo 

险師ザメンホフ

Gantlet 

式場隆三郞

徳田氏立ってヽ現下の世界の狀勢を語りエス語の必要を論じ、往年の氏の熱情のおもかげを 

久し振りで壇上に示した。岩下氏は、ザメンホフの硏究家として、ザメンホフの心情を、ユダ 

ヤ思想と結びつけ、一つの言語の名前が「希望者」である所以を、ザメンホフの熱意を再現し 

て語った。小坂氏は、聽衆がNe-esperantistojが半數もゐるので、エス語の言語的特徵を・例 

のカイギヤクをもって、萬場を哄笑させながら紹介する。磯崎氏は昨年ゴ匕海道の大會で決議さ 

れた、上記の決議文を期讀し、ザメンホフをもっと高く評價すべきであることを强凋する。

ガントレット氏はエス語でヽ最近氏がソヴィエットを通過Iて、故國英國へ歸って來た旅行 

談をこれ又面白く述べれば、ゝ'エスペランチストは屢々・微笑、大笑をもって迎へる。英佛海峽 

をわたる飛疔機の中で、フランスの飛行機だといふので、給仕に一生懸命上手でないフランス 

語で筆談を試みたところ、對手に、「英語力;しゃぺれない力、?」と訊ねられて、面喰った話。ド 

イツで屢々出遇った言語失敗談等々。 ・ •..・ヽ

式場博士は、我が國精神病學の泰斗。この人が.ne-esperantistoであるにも拘らず、講演 

を快諾されて、眼科醫力:大衆的な密者であることから述べ始め、ザメンホフの人格を想像しゝ 

又自分も始めて、エスペラント語の實用性を知って、これから大いに勉强したいと述べられる。

當晚の會衆は150名。エスペランチストと一般と約半數づってあった。 、
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ポスター

これは全國的に配布したもので、東京では銀座の商店を始め、神田の占本屋等にゝ個人の書 

齋へ.いたるところ、エスペラントの文字を人々の眼に映ビしめた。

マッチの配布

これはTEKが、岡本氏送別會のあとて出血者から寄附を仰いで.（寄附額計31圓50錢） 

それにTEKの資金を加へ、合計50圓で.1蔑個のマッチを、三宅氏デザインのレッテルを 

はり、作った。美しい意匠でゝ且エスペラントに關してはヽ學會へ問合せ出來るやうに作られ 

てゐるので、宣傳®!値は充分あるもの。これを銀座.上野、淺草等の街頭で同志が通行者に配 

布する他・銀座の商店、神田の古本屋等々で、お客に、約7000個を配布した。

東京市小舉校へ

エスペラント週間を機會に東京市全小學校560餘校の職貝會へ、エスペラント語のビラ其他 

を郵送して、啓蒙に努めた。これは後援會の手によってなされた。C久保）

a

M-S -~

「内地報道」欄の一隅に、每月■學會の「序務 

部だよりを」書くよう.編輯部から.誌面の 

提供があった。多忙のため.締切までにまに 

あはなかったところ.誌面に餘白ができたか 
ら、ぜひとのことに、埋めることにする〇

★
岡本氏が出發された乃が、4月3日。それ 

にひきつづき・10日には、評議員屮厳も時間 

的に餘裕があって、岡本氏なきあとのR 〇・ 

編輯陣.その他に活躍を期待されてゐた大木 

克巳氏が.突然、ハルビンへ赴かれ、さらに 

14日には.後按會の會計零務を一手にひきう 

けて、最も献身的に活動をしてゐられた臣山 
氏が.急に、病氣で.旭川へ去られた。をり 

から、エスベラント週間の最中で、事務部は、 
非常に打舉を受けた。そのところへ、弓た. 

oficistinojのうちの一人が・19 口から病氣缺 

勤當分恢復の見込みなく、つひに退職した。 

この人は、約二年在職して.事務に明るかっ 

たが他の一人は.4月1日に・前任者と替っ 

たばかりで.まだ事務には.殆んどなれてゐ 
なかった。後援會の事務も臨時に引受け・た 

ださへ多忙のところへ・かうしたありさまで・ 

序務部は、書記と、この未敎:育orcistino二 

人きりで.ほとんどなすところを知らなかっ 

た。したがって.地方の會員諸氏にも■いろ 

いろ御迷惑をかけ巾しわけなかった。

しかし.最近では.oficistinoも、事務にい 

くぶん馴れて來たし、さらに、5月24日に 

は・新しく、一人のoficistoが就職.やうや 

く.陣容をととのへかけて來た。

平常に復するには.いましばらくはかかる 

とおもふが.どうか■諒とされたい。

★
日曜、祭日、夜間等にはゝ同志の訪問が多 

いため.學會帝務部は.從來.一年365日無 

休であったが（もっとも.oficistinojには・適 

嘗の休養を與へてあった;）■保健上托もしろく 

ないといふので、今後・每巧一囘休業するこ 

とにし.6月から實施することにした。休業 

は、每月第二日曜である。御承知願ひたい。

★
地方の同志は、御上京の際は.ぜひ學命へ 

お立寄りいただきたい。雜誌編輯、その他さ 

しせまった仕事のあるときは、1〇分間でも. 

お相手することが困難なばあひがあり、また 

多忙のときには.仕事をしてから.お相手を 

しなければならないことがある。さうした際 

は、あしからず.おゆるLいただきたい、
御訪問は・なるべく・水暹Bの夜か・第二 

以外の日「Iの午後が■お互ひに都合がよい。 

その他の日は・夜7時から9時までのあひだ 

なら・比較的、時間が割きやすい。その他の 

時間でも、勿論さしっかへない。

★
外國雜誌豫約者諸氏に:

今口 C5月31ロ）までに來てゐる各雜誌 

の號數は下記のとほリ°C未着のむきは御通知 
あれ）。 t
Heroldo de Esp・ N・to 15 （18. aprilo）, 

Literatura Mondo N-ro lt Scienca Gazeto 未 
涪（N-ro 1近着の見込み）.la Praktiko N-ro 
3, Nia Gazeto C今未着年度分?）La Juna 
Vivo N-ro 10-11 （aprilo）, Bulteno de ISAE 
N-ro 47 （majo）.

IEL N-ro 7 （aprilo）,年鑑。

AELA 1936年度配本まだなし.近々第… 
囘配本あるはず。
BES-adresaro 1937年度分（1936年發行豫 

定）未着・照會中。
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全 各地報道

投犒注总:

1. 日本文にて・なちべくハガキで・迅速に・簡事こ〇

2. 蹄切大胚前月18日（18日玖够]署のものミの点ろ 

二とありノ。

3. 地方會誌を以て報道に代ふるをえず。

4. お渡は裏に必ず何の寫谟かといふ說明記入s孤 

寫濟は返送せず貧料!して仪存すJ

击亠 ★淺草エス會一4月18日エス週間 
月'力ミ記念に恒例の春季ビクニーコを多摩 

川畔へ催した。

金曜例倉——旣報5月? HC第61囘例會）よ 

り會場を上野に移した。交通.會埸共に便が 

良いので好評。附近任住同志乙參加を希望 

す。初礫の方にも懇切に指導する。會場上野 

廣小路明治製菓階ĥo每週金獺午後7時から 

9時まで前半はパロラードを、後半は自由命 

話を。出席者每囘15名內外。（.例會部石黑;）

★エスクラミ東大著學部）——初等講習5月12 

liよU開始。30名。有望なり〇用書はエス和 

の附錄講帥は函敎授及ffi講Olli 〇

★武藏野クンシードーー暫く银道を中止Iて 

ゐた真藏野クンシードは其後活潑に例倉を續 

けてゐる。每週金曜午後:7時より9時tで苦 

祥寺驛前朝H庵二:階にて和田氏を中心に會話 

和枚び 乙 讚本の硏究をやってゐる。附近在 

住同忐の舉加を希忽する。

★フロントロンド 每週火曜H19峙一 21時 

上野廣小路風/J堂階上に開催：,「カルロ」の輪 

讀ヽ飜肆硏究、會話練習會尊を行ってゐる。

出席者6-10名。（責任者根本）

横濱
★木曜例金——每木19畤牛よn住 

吉町メセッンヂヤー事務所に於て. 

輪讀、會話の研究を続けてゐる。用書はAl 

Torento.

★Amikino——每木17時より、會場は同上。 

用書はMartaを續けてゐる。

★YMCA-Grupo——（每火金19時一21時2階 

クラブ室）出席は平均10 ん新人が秋の東 

京大命を□指して頑張ってゐる。火曜は1van 

la Malsaĝuloを研究、金曜は日常伶話の專攻、 

gvidantoの佐久間氏もさること乍ら新人5名 

も熱心だ.4月13日夜はZを偲ぶ茶話會を 

開いた。

欢春のpiknikoj 冇樂の春を迎へて親睦を 

兼ねたビクニーコが行はれた卽ち4リ18 [I 

には^kmikinoが港北萬騎ケ原方面、YMCA 

が大倉山方面、29日には，JEAで柏尾川堤の 

散策から松竹大船祭の見季を行ったC

・・ ★舉會青森支部——乙廿週忌祭4日
円杯 17H於榮作堂、慕两藤太氏司會のも

とに行はれ開倉に當って學會支部設立承認さ 

れしを報告、仝貝を澈勵す。尙此Hエス週間 

講習修了者io名を迎え効果的な意義ある會が 

持たれた。出席24名。◊月例會、5月15 [J. 

栗!H氏司會、小學生ロンドの君が代、Espero 

に始まリゝ橫岡氏TolstojのIdeo pri Esp. 

の紹介.?;?藤（太）君の流暢なKusa Enigmoあ 

り > 無題討論には一月經ったばかりの新參者 

も挑收する元氣。橫岡氏の發案で各membro 

戶每にE<p・名札を揭げることが楡快に決定 

された。終始gajaatmosferoのうちに時散會、 

出席22名。◊春の遠足5月1日ヽ蛇穴、富藪（太八 

成山、藤烏、秋元、北川、橫岡、栗田、葛西く兄ゝ 

弟'）の抢氏.櫻の弘前ロンドを訪ねて交璨、 

弘朋ロンドのplengastamoのお蔭で槌の行樂 

をEsp.で滿喫。◊昨夏岡衣氏の訪問を受け 

てよい漸く動き出し、今や每Hの集會延人貝 

200名を越え舉會維持員16名、エス誌購讀 

«- 20名を得、學會支部承畝を得た讲森ユス 

會は益々勵み诃員一心相圖ってOrganizひの 

恒久濒化の基礎【••书を着々築きづあり、期H 

备Bondoの硏究會15 F1月例會、會話會を 

兼ねて5【I維持員會、25 Hエス誌友ノ集りを 

持つ。JH政部の確立、菇西氏の五百に餘る圖 

書をtとに圖書部を設け更らに文献の巻富に 

っとめ渕書の便從を圖る。的•力な命のre

organizo を待って社會的に進出する機會を多 

くし一髓への宣傅に努む等々。planoの多い 

のに比Iて實力の低い若い靑碌では各譯牘硏 

究會が鏡ふて寳力主義でドシドシtekstoを進 

めてゐる。Gaja-libroを半分以匕も進んだ小 

學生Rondoは愈々朗〇
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名古屋:バン•ヒンテ氏夫妻湫迎命 盛岡エス會主催

前列右バン・ヒンテ氏夫妻 エスペラント展覽會

卩厂十 ★弘前エス會——04丿J13日谷山弘 
鼻・刖 藏氏會授及び事務所を辭す。然し氏 

は今後平會員として大いに活躍さる由。會長 

は當分持たず、活動一切は幹并〔山イ・ 柳山、 

平山、小松）の會議によってこれをなす。新 

事務所は?；i IHA通り二丁目・小松印刷所方。 

通fi宛所は弘前市外豐山村外崎柳川英二。 

04 /J15日（金）初等講習後の第一囘の例會、 

參加者9名。¢4月23 Fk例會・參加者5 

名。その後會場の秋元氏都合惡しく例會流る。 

<>5 H1H .弘前占城の樱滿開を見、樂しま 

んと靑森の同志10名C哀;西C兩）、橫岡、齋 

藤、北川その他の諸氏諸孃）來訪。終列卓に 

て彼等が去るまで我等すべては檢快に時の過 

ぐるを知らなかった。

今後例會は矢报り秋元氏宅C新鍛冶町83） 

にてC每金曜夜7時一9時）績けられる、工 

ス幫話讀本及びその月々の「エスペラント」誌 

使用。6月上旬再び初尊講習會を催す豫定。

★盛岡エス塾ーー〇4月27日岩手女 
低"Ŭ 師校敎諭松木氏は本會指導者として 

丧らく御活躍下されたが今般御上京なされ〇 

ボになったので同氏の送別會を川徳デパー卜 

食堂にて開催する。〇5丿Ĵ5H、松木氏と共 

に本尊生みの親であり育の救である大川氏も 

亦最近當地を去られ御匕京なさる爭になっ 

た。本命のため誠に遺憾に堪えない。<>5月 

1211.第171囘例會開催、今後每月15 HJII 

徳デパートにて會聒會を開傑に決定门午後? 

畤一9時。〇5月15目、第1河會あ角を開く。 

出席者7名。 ..

疏川 ★秋田エス會——4月20 f|一5 1111 
积山 日初等講習開催謀帥•中日勝造氏。尙 

終了後每水曜日同氏指導のドに圖書館にて输 

讀角を催してゐる。本縣社會敎育課長竦學務 

課艮のわ丿I:通則氏はを賀高校時代のエスチス 

トなる山、今後本僉のため御指導御点力下さ 

る筈。

ナI |hW ★札幌エス會——04 JJ 2!日、例@ 
水し阮出席5名。〇4 ” 28 |丨、例的出席7 

名。◊& }\ 5 IJ、札鐵エス會長小春氏釧路菜 

轉につき俶•會有志驛にて見送りをする。後札 

鐵エス會新命爻尖戶氏を圍み白樺にて小1時 

間歡談す。例會、出席1!名。硏究終了後第 

6 |也北海消:エス大會につき協議をなす。〇5 

月12日例會、出席6名.小口氏送別の小茶 

話會を持つ。 .

★札幌會話會——.04 }\ 23FK出席6 一名。◊ 

5月14日出席3名。

JT mr ★松代エス倉——◊硏究僉開傑、去
T る5月4日よリ開始20時よIJ 21.30 

時まで、用書文藤讚本フランス篇」、カ法輪 

講、參加3名。◊批判會ゝ5月10日20.30時 

よリ近來の不振を打開すべく名案を得んがた 

め然し殘念なら名案も持はず結論も得ず再開 

を期して23時散网、出席は豫定の有志？ノ約 

半數5名。◊例會兼茶話角、5月15 0 20時 

より5リ10 批判會の後を受けC•全會員の 

聲を聞く町く開催せしも川席者極めて少なく 

佶かに5名再開を期し流會。各字町の會合養 

谊!期にかゝりたるため、此處當分は會合不龍 

不活發を免れず。◊地藏峠スキー場へ遠足 

轨5丿J16H緣定の通り小雨を突いて出發途 

中にて犬雷雨と恐しい降夜に遭ふも正午より 

天氣上り、途中「ワラビ」収りの小學生5,6 

人と一緖になり、夕刻まで遊び夕17時「地 

藏峠ホテル」を出發ド山、滲加者.3名雨の 

ため中止せる者多し。◊以上何れも會場は町 

立蚣代圖書館（;松代小學校格內）。
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な上區 ★學會名古屋支部一〇4月坦日 
久ゝ 门を 19時より中區西川端町名販社集會 

室に於て支部第1囘總會とザメンホフ博士 20 

周年祭を兼ねて開催、支部代表者池出勝三郎 

司會し創立上り第1囘總會を開くまでの經過 

を報吿.次で支部內規案を部分的修正を加え 

て可決、役員選擧わ推薦通り次の3氏當選し 

代表者が常任委貝となることを決定す。

委員（常任:）池田勝三郎（名古屋市南區熱 

田夜寒;）

衣員矢崎富美人C名古屋市中蹈川名山 

町市立八爭療養所內）

委員竹中治助イ名古屋市中區南大津 

町松坂屋內）

ザ博士 20周年記念祭として講演と餘興があ 

る筈であったが歌があっただけで.珈琲を飲 

み果物を金べ22時散律、出席者!3名。

★パンヒンテ氏夫妻と名古屋の同志 ◊4月 

16日19時より中區東叉新町交點の喫茶店「サ 

ンパウロ」階上に於てバン・ヒンテ氏夫妻csa 

領印度より來名の同志）歡迎會を催す、由比 

氏司令の下に主客の挨拶、使いてヒンチ夫人 

の旅行談と平和遅動に就て話あリて後わ意見 

の交換や雜談となり愉快な時を過し記念撮影 

をなし22時半盛會裡に散會、川席者わ遠く 

四日市から福田正男氏も參加され全部で19 

名。席上と夫妻わ名古屋エス僉に入會を約せ 

られた（寫愼參照）。04月5日朝バン•ヒン 

テ夫妻わ白木氏の案內で名古屋觀光ホテルに 

尾崎行雄氏と會見、平和運動とエスペラント 

に就て意見の交換をなす。JĴ18日朝ヒン 

テ夫妻わ口木氏に伴なわれて南伏見町信道會 

館に高楠順次郎博士の講演「H本佛敎の仝貌」 

を參聽。04月18日夜とンテ夫妻わ白木氏と 

共に廣小路東壽司金堂に於ける伊窿證倍先生 

の「宗敎□本の大自覺」出版記念會に出席白 

木氏の通課で挨拶をなす、此の挨拶は雜誌無 

我愛に揭載される筈。の4月19日山旧弘氏わ 

金剛石新聞社授松井不朽氏を伴ひ萬平ホテル 

にヒンテ夫妻を訪間しエスペラントと平和迩 

動に關する松井氏會談通の譯をなす。此の會 

談內容わ5月10日の新聞「金剛石」の第1面 

に揭戴さる。◊ 4月23日6時ヒンテ夫妻わ白 

木氏に伴われ束區筒井町建中寺に於ける梶尾 

辨匡博士の共生結衆に出席、後ち德川町の德 

川園と德川美術館を塞觀、午後わ大曾根町の 

同志山山弘氏本宅を訪問、家族的歡迎を受け 

山田氏の小型映姿「人生の聖なる旗手くエス 

ペランチストの生活を畫いたtの）」を觀賞。 

〇4 n 26日夜わヒンテ夫妻のみで名古屋新 

聞社に於ける占典（萬葉の一部）硏究會に出 

席。月27日わ屮區七本松町牡丹亭に於け 

る金剛石婦人ん會主催”パン・ヒンテ氏夫妻 

歡迎會に出席、山山弘氏の通課で交駝。〇5月 

1日市公會堂に於ける第7囘全日本佛敎靑年 

大會にヒンテ氏妻わ來賓として出席し開會式 

に挨拶をなし、又共の午後わ白木氏と共に東 

山揚輝莊に於ける同大會園遊會に臨み多數名 

士と交駝する。〇5月15 n K市公會堂に於け 

る金剛石の會主催照憲節の催しにヒンテ氏夫 

妻わ約3000名の聽衆を前に山田氏の通譯で 

祝辭を述べ平和とエスペラ.ントにも一寸詐及 

し多大の感銘を與えた。ーー尙金剛石新聞5 

月10日所揭載の松井社長、ヒンテ氏夫妻の 

會見記わ竹山氏によりエス譯され、ヒンテ夫 

妻より各國に配布される——〇

★名古屋エス會——〇5 Jj 2日四ロ市・桑名 

兩エス令よリなる北勢エス聯盟員多數の訪問 

を受け19時より東新町交叉點の喫茶店「サ 

ンパウロ」階上に於いて歡迎茶話會を催す. 

北勢側わ會長五井博士を始め福山.加藤、五 

井修氏等6-7名.N.E.S側わ由比氏を始め 

口木ヽ加藤、高松ゝ牧野、上島氏等7-8名で 

主客胸襟を開いての談論に愉快なータを過 

す。22時半散會。◊輪讀會わ每週刀ffiHIの19 

時半から2時間宛・屮师鐵砲叮2丁口白木方 

に開催・山田弘氏の譯著「東洋の俠血兒」を 

讀んでゐる、出席者わ每囘6-8名。

ッ山 ★婦南エス會——4 JJ18 I」午後8時 
口 1・より村上氏宅にザ博士を偲ぶ會を催 

す。エスペー口の合唱、ザ博士や運動に就て 

語り合ひ、小坂藤澤氏竽Qデスコを聞く 口時 

敢會。尙會合は毎週7 FI曜時より岩杉氏宅に 

變更した。

,[7- ★大阪エス會——例會火曜日豫吿通 
ハ収 り開催。Privat: " Histrio de Lingvo 

Esperanto "硏究。5月27日東京より篦譯孃 

來坂〇 Trapezo にて Bonvena Kunsido. 6 f] 

18日.三朮縣より林好美氏を迎ふ。Trapezo 

にて「蛊灣及フィリッビンの旅行談」を翠く。

O.E.S.例命球吿ーー每火曜日午後7時よ 

り東市民餡C谷町4 丁目!で例命開ffi. Historio 

の硏究。第3火!®日C9月15 ロ）はTrapezo 

喫茶店C平野町）にて會話。會例會特別講演: 

6月8日C第2火曜日）進矗靜太郞氏、演題 

“I. E.L.に就いて」。於束市民館。

「ド ★畏靖エス會一4月30日大阪の池 
垃呦 川淸夫妻來訪成隣會館にて「歐洲旅 

行談」を中心に非常に刺钱ある話を聞く。出 

席者口名。
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空府 ★宮崎支部一一4月14日よリエス適 
呂1 間記念初等講習を開く、參加者9名. 

內1名は盲人で宮崎肓學校の敎諭であるが光 

なき人々へのエスペラント進出も約され支部 

員一同大いに期待してゐる。講師福田ヽ廣澤 

兩氏、井上エス讀本。初等補講は「イワ「ンの 

馬鹿」研究發はザi寅說集より通譯練習、尙例 

會場を當分杉田虧院內に變更した。

札幌ザメンホフ廿年祭

脚 ★札幌エス會、札鐵エス會共催の 
•个し洗“ザメンホフニ+年忌祭”は4 fl14 

日午後7時より明治製菓汰-ルに持たれた。 

會するもの20 S-roj, 4 F-inojの24名〇 

相澤氏司會の下にエスペーロの合唱によっ 

て會は始められ、“ザメンホフと國際語”と 

題して相澤氏の講演あり、自已紹介を一巡し 

て餘興に移る。先づ前01德泰氏作詩にかかる 

''札幌エス询々歌''の徐表あり、札幌エス會 

有志出演の喜劇D-ro Ĉiopova 村山姉妹 

兩孃のdueto、浪越氏のグラボースキーの弔 

辭亿〉朗讀.其他出席者諸氏の潑刺たる餘興の 

績出で夜の更けるも知らぬ程であったが、小 

淼氏の閉會の辭、ダギージョの合唱、記念撮 

影等あって10時すぎ、檢快なータを終っ 

た。

宙でf ★早大エス會——新學期になってか 

小处 ら會員數名を獲得。每遍火木金のヒ 

ル會室へ集って「初等エス講座」をテキスト 

に初等講習。講師は小久保。殆ど新人ばかり 

で之からといった所。近く ローマ字會と座談 

會を開く積り,尙「進步人に握手を」と題 

したビラを作って學生に宣傳した。

（小久保）

ANONCETO

學會特別例會御案內

日時:6月2 BC水）19時上り

講演者:淺田一博士

題 :未定

目下Esp.-Lemantoに每號興味多い記事を 

寸御執筆中の淺田先生が今月の特別例會を飾っ 

jて下さる事を快諾されました。

先生の興味あるお話はきっと出席者を魅了せ 

ずにはおかないでせう。多數御出席卞さる樣 

御案内申上げます。

tt中等講習開講

間自5月25 H 至7月2日 

午後7時:より9時まで 

「［本エスペラント學會階上 

2限!50錢テキスト代30錢 

中等讀本

學會評議員多権尾一郎氏

淺草エス會第二回總會

B 時6月3日木礙日午後7時 

倉場本鄉一丁目森永階上C市電不鄕一丁 

目、省線お茶水下車）

會 費80錢、唤鏗費共C當口御持參ドさい） 

大方の御參加を希望致します。

個人消息

・成田常次郎氏C名古屋;）5月14「I學會來訪。 

◊藤本五郎氏（札幌）5月14日學會來訪。

NI KORESPONDU!!

★S-ro Wong Yuk Ling. (Juna Studento) No. 

165 Lockhartroad, 2 nd floor, Hongkong. 

Dezi. as Korespondi kun Komercistoj・ K. 

Samideanino]・

・在滿エスチスト及び内地の同志と文通希望 

者あり、御希望の方は「北平世界日報社內北 

平世界語協會信箱」宛。

攻Spo Oskar Czehofsky, Raj Inspektor, L:nz 

Domgasse 10 Austoria. dez. koresp. pri japana 

ĵudo.
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第十四回九州エスペラント大會

4月・日

第14囘九州エス大會は4 ）J18 II熊本工 

ス會主催の下に熊本!i）に於て各地からの同志 

約40名參加の下に曉大に開催•せられた。

開 會 式・

午前10峙より熊本縣醫師禽餡に於て開會。 

定刻振鈴と共に加藤準佛衣員より開窃が宣せ 

られ、一同思エ裡に阈歌齊唱。次いで堀内聯 

盟幹事開會の挨拶を述べ本大存々長に熊本工 

ス會々長神尼碧堂氏を推画〇施埸の拍手に迎 

へられて神尾伶長の挨拶,續いてエスペ~ ロ 

の合唱ありて各地方角代表の挨拶並に祝酬祝 

优の按翳にうつる。

〔地方會代表挨拶〕
學會福岡支部堀内恭二氏、飯塚エス會片山 

政子嬢、行橋エス會鮎川常基氏、學會宮崎支 

部巢J11毅氏、大牟田エス會荒木遜氏ヽ人吉工 

ス會豐野宇土エス伶菊川寳城氏ヽ熊本醫兀工 

ス會糾野六良氏、熊本縣エス聯盟市原耿路氏、 

佐賀エス會泉茂雄氏、日本國民速記協會花村 

秋義氏、熊本エス會高本政一氏。

〔祝制祝權〕 .• •
別府エス伶、久貂米エス僉、旭川エス會、 

ニッポ■ンカ・イド社E jperanto-Nippon編輯部、 

•艮崎富松正雄氏、大阪城戶崎益敏氏、ハ幡岩 

喘剛氏、福岡西崎武男氏、庇濒离野榮氏。

協［議:會

參加者一同の拍片裡に神足命長は議長に大 

島津議貝を推薦。命氏より書記として加藤ゝ 

堀內兩氏の指名ありて議步に入る。

en M 第13囘大會議案第2, 3, 4號に 

關する件。C本部提出）

前人密に於て密議末了のため幹鄭會附托と 

なった上記議案に關し木部よリ下記報吿あ

り〇
・ 第2號聯盟加入會々員名簿作成の件。 

各會の賛同を得て旣に作成の上配布した。 

第3號 聯盟機關誌定期發行の件。

可決されたが次の耙賛の問題が末決のため 

實現に至らぬ。尙之は現狀に鑑み財政上のみ 

ならす相當の考慮を要すると思ふ。

第4號 聯盟統費各會分擔の件

熊本市にて

未だ囘答末淸のもの多く決定に至らぬ。

Cl）B前大會議案中審議末了の聯盟總費 

分擔の件。C行橋エ沢會提出）

¢1）e聯盟機關誌定期發行の件。C同上） 

以上二問同時上程。色々議論が出たが結局 

人牟!U tfi: 長の發議により各會は其會員數

に應じ一人當年2〇錢の分擔他を納め、比經 

費內で適宜必要亲項を輾道する爭に決处し 

た。

（2）聯盟規約改正めに人會•關する規定 

制定特別丢員會設證の仲。（學會福岡支部提 

川。

可決。評議□及幹寮全口を以て特別委以會 

を紐縱する事に決定した。

C3）次囘人會開催地に關する件。（本部 

提出〉

次囘大命招待の提案なく、結局飯塚エス會 

に開催を婆講するずに決定した。

<4）第25河日本エス大命に九州代表派 

遣の件。（熊本エス會挺Hし:

異議無く可決された。 ・.

次いで役員改選にうつり、抨議Hは全員或 

任の外飯塚平旧氏を新に推薦する事に決定、 

幹爭は書記から2名異動の旨報吿がちった。

最後にタギーヂョの合唱により午前中の日 

程を終了し、引き績き會場炯で記念撮影の後、 

一同打揃って郊外黑石原の種畜場、養鶏場へ 

のビクニーコに向った〇

懇親晚餐會

午後5時から侑彳了社に於て開催:3晚径後主 

催侧の挨拶にっいて大島、野原.磯部各評議 

員の有益な講話あリ、それより植田大牟田工 

ス會長:採配の下に餘興にうつり、人牟山白濱 

氏のkantoを皮切リに各會からの飛入り續 

出、最後に恒例により野原長老の音頭でVivu 

KEL!を三唱して廉會裡に大會■"ノ幕を閉ぢ午 

後7時半散令した。

尙人會川j夜 Kongresa Preludoとして懇§1 

を兼ねて座談竹を開他。大必、野原兩先生を 

中心にエス語のみで進められ非常に有意義で 

あった。CKEL衣部书〇
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世界敎育會議對策
今年8月2 ||よリ7 Hまで東京に開他され 

る第7囘帖界敎育會議の對策として去る5月 

20 FI舉會に各方而の敎育關係のエスペランチ 

ストが参集しその具體的カ法につき協議をか 

さねた。以ドその人略の項【」。

1. 敎育命議準備委員を招きnfiを聞く。

2. エスペラント界の敎育者協議會を開き 

その劉策を講ずるC6 Jb|O

3. この機會に敎冇エスペランチスト聯盟 

でt結成する建議恋が很吿谱でも作づ 

て世界會・議出席右に渡す。

4. 世界會議出席者中の言語敎育關係右と 

懇談する。

尙同會の詳細は次號に報告・豫定。

北米テキサス洲にエス會誕生
北米テキサス洲オレンジ市を住の邦人同志 

須々木要氏中心にをアメリカ人のエス會が同 

洲に誕生。去る3月27 IIその發會式が同洲 

サンアントニオ市に開他された。尙同角のブ 

ルテーノ [TEXAS ESPERANTIST.J が發 

行された。

躍進滿洲國のエス運動
滿洲國にもヱス運動の花が咲き始めた。と 

同阈鐵道總局に勤務の傍らエス邂勅に不斷の 

熱意を注がれてゐる同忐人谷氏一氏より以T 

のお•便Vo「去る4 JJ15 H當地放送局より仝 

滿屮繼にて3（）分間「エスペラントの話」なろ 

題ド（こ放送したが意想外の反響を呼び起し 

た。そして今變放送局の依頼でエス講座を放 

送す乙。乂この6月から當地新聞仕の後援で 

エス满習を大々的に開催する。

5月滿鐵よりエス文案内書が發行されるが 
…っはEK AL MANĈOUKŬOで本文32门 

密組四六判二度刷揷入寫眞16菜地圖人で他 

は Kiam alvenas, Tiam ekveturas ・で二度刷 

折疊パンフレット、アート紙寫¢11〇葉地圖 

入リ。尙nド計走中のものに「滿鐵ホテル案 

内」がある。」c次號詳報）

エス文入繪ハガキ新發賣
神余川縣藤澤町鶴沼海岸鶴沼書店で今般工 

ス文人り繪ハガキ「富止八景」を發賣した。 

赤外線寫龙の美麗なるもの、一組ハ枚定價20 

錢。 1 [

新聞雜誌とエス

★北風新聞C4 Jj 21,25TB——日本人と國際 

語に就て——伊蛭秀三。

★中信時報C4 n15 kD-—ヱスベラント週 

間。

★毫灣時事新報C4 JJ 23订）——國語の尊嚴 

とエスペラント——橋本竹彥。

★東京朝日新聞C4月25日）一一皇紀二千六 

百年記念奉祝僉事業に就て〇

★北國新聞C4 JJ 24 |厂）一世界わ子供さん 

へ北國彖話を贈る。

★河北新報（4月20「|）——ザ“ンホフの死 

——小泉七郎。

★宮崎今日（4 ）] 6 H）ーー言葉の世界平和 

-一宮崎に於けるエス語運動。

★大阪朝日新聞C4月25日う一一世界のお友 

達へエス語に飜譯して「わ國の逝話」を席る。 

★岩乎日報（5月9 m——同じ若人の思案を 

叩く ーー岩本武譯。

★北海タイムス（4月20,21,22 u〕——言語 

統制ーー佐藤松男。

★十勝每FI新聞（4 n 24,25日;一童話ブヨ 

の話（ロシャ童話のエス譯を通しH本文にて 

粘介せるもの）一脇坂I?治課。

新支部紹介
新京支都C5月5日预認）

宛所新京市祝町二丁目十四荒川氏方 

代衣者荒川銜次郞氏

廣島支部（5月5日承認）
宛所廣島山•大手町ヒ丁冃89高橋氏方 
代表..•高橋謙氏

靜岡支部C5月10日童認;）
宛 所•靜岡市紺屋町46富永齋氏方 

代表者高橋邦太郞氏

先月號本爛に、富山支部とあるは、目ド設 

立準備かのもので、未設置。よって、上記三 

支部を加へてヽ現在の支部總數は18個所。

編輯後記
編悔部の仕事へ加ってから本號で二册H。 

受持ちの責任たけでも.と思ひ乍ら滿足に果 

し得ず、却って同僚の足手絡ひに終るばかり〇 

誌匕に缺けた點があったら小生の屛。御叱正 

を廿受する。（渡部）

顧みて編輯と云ふ程の・节は殆んどやって居 

ないのにゝ駝分骨が折れることです。それぞ 
れ非常に多忙なめめ學會へ寄れない靠、これ 

が一番の難問なのです。校丘も不充分なのが 

心殘りで寢ざめが良くない。この點伶貝諸兄 

にお察しを願ひたいと思ふ。〈靑木）
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エスペラ ン ト運動後援會

報告（第二年）2

第2回幹事會。5月14日C金）午後7.00- 

10.00

（出席）小坂、三石、伊藤、高木（貞）、蔑 

澤、渡部、代理出席靑木）、酒井、久保、 

他に三宅。

C缺席）美野01、井上、原田、碧川、松本、 

久留〇 ・

★世界敎育者會議

小坂幹歩より、今夏東京で開催される、世 

界敎育者伶議に如何に働きかけるかについて 

提案があった。何しろ外國からの敎育者とい 

っても、米國が主で、次に英國、それに北歐 

を加へる敎方聯盟の支部大會であって、決し 

て、全世界を平均した組織網をもってゐるの 

ではないのでヽ英語が最大の權力を振ってゐ 

る今議である。參加者の豫定は、外人千數百 

名。日本人同數といふのである。エスペラン 

チストがこれに働きかける方法として次の諸 

點があげられた。

1. 參加者に主催者側から配布する印刷物 

の屮にエスペラント語の敎育上に於ける重要 

性をS4調した小論文を加へる。これは「1本語 

で起草し、英譯して兩者を對照させて、一つ 

の印刷物を作る。・

2. 其他、艾學、科學の原作、飜譯のエス

ペラント文献表（旣に K e vuo Orientaに揭 

載）を單行本にして、同樣に配布して貰ふ。 

これは、主催者側（帝國敎育金）の希望であっ 

た。 < .
3. エスペランチストで敎育曲係者は出來 

得る限り.この會議に案加することを勸誘す 

ること。

4. 敎育者エスベランチストを集めて、對 

策を練る命を開くこと。（これは5 JJ 20 n 

C土）學會に於いて開催された。）

この仕事は磯崎礙氏が熱心に申出られて、 

會議の假事務所を旣に訪問した。

★中等學校長へ裁問書を送る

代議士パンフレットが非常な成功を收めて 

から、貴族院議員文士の問合せを行ったが、 

貴族院は次に報告のやうに、餘り芳しくない 

結呆に終った。文筆家の方は、頗る好成績で・ 

目下、久保幹雅の手で編輯屮。それで今度敎 

育界へ向って、啓蒙旁々Demandaroを送る 

ことに決定。先づ、全國中等學校（中學校、 

高等女學校、實科离奔女學校、實業學校等） 

長を目當てにすることにして.質問の項目を 

作り.近く印刷に附する筈。この全體の仕事 

に約200 6!を計上した。

★オリンピックと外國語問題

この懸賞諭文は、學會編輯部で旣に審査の 

結果、應募原稿㈣つの中、遺憾ながら1僚の 

選に入るべきものがなかった。卽ち多少の修 

正を加へて、直にバンフレットのかたちにな 

るものがなかったので2等を4名とし、次 

の諸氏がヽこれに當選した。

2等賞金各5園

馬場ハ 十 松

K 〇 ŝ n a k a

森 島 猛

脇 坂 圭 治

後援會としては、上の4つの論文は斷片的 

には、夫々面□い材料・と濟眼點を示してをる 

ので、これを基本材料・として、一•つにまとめ 

上げる化事を適はな人物に依囑することにし 

たC

★貴族院議員への問合せの結果

前々號の本脚で一寸嵌告したが、その頃は、 

未だ返溜のくる放初のころであったので、續 

々と集まるものと期待してゐた。從って、一 

册にまとめて、パンフレットの形で發行出來 

ると考へてゐたが、其後2通を加へたばかリ 

で合計23通である。それで、いづれこれは、 

代議士パンフレットに加へ、其他の名士へな 

新しく問合せを出して、「名士のエスペラント 

に關する意見」といった小册子を作る時に人 

いに利用したいと思ふ。取取へず以下

質問書 • * '

1.國際文通運輸、商業.通信、學術、 

文化交換、外交その他阈際生活の分野に 

おける國際語エスペラントの必耍をお認 

めになりますか。 ・

Z 我が國の中等學校の外國語授業の 

全部又は一部を割いてエスペラントを課 

することに賛成なさいますか（御賛成の 

節は外國語授業の仝部か一部を割くか御 

明示下さい）。

3.其他エスペラントに關する御高見。



39 <241)

木場貞長

1. 留保。何トナレパ實益ヲ齎シ得ベキヤ頗 

ル問題ナレパナリ

2. 否。絕對反對 何トナレバ徒二生徒ノ負 

擔ヲ增人スレバナリ・

3. 靜觀
子爵国我祐邦

1. 賛。國際會議等に於て、エスペラント語 

が第一國語になることを希望しますが.果 

して現在の如き世界の大勢ではいつのこと 

かわからず〇

2. 賛（一部）現在に於ては前記の大勢に濫 

み當分は一部を割くより致し方なからん。

男爵渡邊 汀

1. 賛。!.國際録善ノ出加促進二至大ノ効

果アリ

2.我國ノ立場ヨリスレバ外國語研 

究二沒頭スル負擔ノ輕減

2. 賛（一部）1號第二ノ理由二ヨル

子爵大河內輝耕

1. 賛。急速普及ヲ望厶

2. 否。尙早

3. 先ヅ歐米二普及セシメヨ

伯傅二荒芳德

1. 賛。國際生活の側滑をもすため

2. 賛。選擇科目としたらよくはありません 

か

3. 私はエス話は自分では存じません。しか 

し、所見としては左の如くであります

N1田 萬
1. 否。英佛等の國語を話す風民が必要を認 

めない限りはいくら騷いでも問題になりっ 

こはありません。こんな問題に賛否を表す 

るは無益だと思ひます。結局否の內に數へ 

ていただくことになりませう

2. 否。エスペラントがいつか國際語になる 

可能性ありとしても、現在の外國語以匕に 

課することは只負擔を過重するに過ぎな 

い。不賛成です。そんな事を考へるよりか 

廣く支那語やロシャ語を學び得る機會を與 

へることを考へてはどうです。

法學博士 土方 環

1. 贅。頗ル有益ナルヲ認厶

2. 協意科トシテ希望者二授業スルヲ可トス

野村茂久馬
1•賛 ・

2.賛（一部）
野村德七

1. 賛。認めて居ります

2. 賛。（一部） .

3. 平易に修得しうるよう考へたいと思ひま

す 、

理學博士 Tanakadate-Aikitu
1. 賛。Otegami ni aru tori (Jesu; tadasi, 

IAL A to issyoni natte ikuraka Kairyo 

sitemo, sansei simasu.

2. 賛 C一部)Zenbu wa sasiatari Zikkd 

muzukasii. Yoroppago w〇 narau maeni 

mazu Esp. w〇 narau koto wa Gogaku to 

iu ten kara mite, benri to omoimasu.

男爵柬鄉 安

1.賛。外國語の才に乏しい耗が國民にとり

ては

2. 賛（一部）昭意課目たる程度にて

3. なぜもっと普及せられぬのですか

加藤政之助

1.賛。其所要ヲ認厶 

2.賛C一部）

文學博士三上 次

右に就き必要を認めず。その他の項に就 

きては簡單に御返詞巾上兼ね候故ここには 

意見を保留致したく候あしかしず御承知被 

下度候 一 E
男爵阪谷芳郎

1. 國際語ノ必耍ハ痛感ス。但シェスペラン 

トハ小生硏究未熟ニ付贅否ヲ差控ユ

2. 適當ノ國際語アレバ是非敎課二加フルコ

ト必要ヲ認厶

法學博止松 本蒸 治

1. 賛

2. 否
松 平賴 脣

1. 賛。エスペラントハ必要ナレドモ他二【1

本人トシテ必要ノ爭アルト思フ

2. 否。我國=於テ中學校：ニハ必要ナシ、此

ノ上中學校ニ現在以外ノ舉課ヲ人ル用ナシ

子爵渡邊千冬・
1. 賛 - _

2. 否
川上・親踽

1•・賛 [

2.賛。將來ノ國際關係上

◎次の諸氏は、「意見なし」との返辭を下さい 

ました。 •

松本 學 鵜潭總明 

福原俊丸 菊池武夫 

大谷尊由 以 上

★第二年度を迎へた後援會の事業に新しい意 

見ゝ捉案がありましたら、ドシドシお送り下

さい。

★次の幹事會。6月12 B（土）

Majo 2〇.久保
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Esperantistoj Vin Atendas
ここへ揭載希望の侖介はすペて一般的の公開的命合に限る。（必ず會介する 

のでなければ揭薇御斷り）,變更の都度モ急御通知をzふ。

审 寺 本エス舉證例會 每水曜19- 
果 环 21時 しa Rabistoj 講義。21-21.30 

時僉話討論等。本鄕元町電停橫お茶水文化ア 

パート橫入。（費無料）。C8月よりRabistoj 

講義）。

★フロント•ロンド——每火19-21•本鄕一丁 

目電停前森永蜜店階上。C責任者根本） 

★ノーヴァ•クンシード 每木曜19 - 21時四谷 

新宿二丁目市電京王せ車前新宿白十字階下。’ 

★武藏野クンシード每金曜!9時より吉祥 

寺驛前食堂朝日庵二階。

★淺草クンシード 每佥曜19-21時上野廣小 

明路治製菓二階。

★クララ•ロンド 毎土曝 14.30-16時赤坂 

區中ノ町15井田千枝子。

★アルヂエンタ•クンシード19-2!時銀座 

二丁目明治製菓二階東の隅。

★Elektro-Esp-Grupo 每］\ 第二金曜19 時より 

銀座明治製菓で。耄氣關係者の出席希望。

楮:护 ★Verda Jupitero每木曜19時半 
恤 ?貞 より中開住吉町二丁目（橫寶劇場 

橫通り）メッセンチャーポーイ审務所階」:（費 

無料儿（呼出電話3-3943；

,.r xu ★札幌エス會 每週水曜19-21時 
水し 卩光 南二條两三丁目、四明堂眼科病院 

（硏究會）。

★倉館匿 第二第四金8219-2!時南--條西三 

丁冃森永キャンデーストーア。
小・耕★小梅エス協會每月第一,第三 

」'丁、, 水曜19.30-22.30時 永井町二丁目 

南小梅［驛前ゝ福田方。Cフランス篇輪溝中;） 

★小様佛敎エス倉 每月7,14.21,28日19,30 

-22時 入舟町愦德寺書院にて（Ezopo輪講中） 

★エス會菱斷 每月笫二,第四水曜19.30-21. 

30時 稻穗I学街0Iympic喫茶店。

皓庭★學倉帶廣支部毎週金曜19-21 
俗处時西二條九丁目塚田醫院にて。

讪 川 ★旭川エス會 毎金曜19-21時一 
匚 ,條通七丁□木津醫院にて。

虺 m ★盛岡エス會每水璀19時内丸 
從网331井川翳院方。

令山 ・Marda Kunsido 甸火锻19-21 
S 山時。富山市神通町、愛宕小學校左 

入、渡部隆志力（初等向、無料つ。

金
・金潺エス禽 中等部例會 

19-21時石浦町石川貯蓄鍛仃。

名古屋
★名古屋エス會 每週月曜19時よ 

り中區鐵砲町二丁口白木氏宅。

★ルーマ・クンシード每火曜東新町角サン 

パウロ喫茶店マヨール氏主宰（命話會？。

◊每金曜19.30 22時:名古屋新聞敗貞部階し〇 

・剖★京都エス聯盟每月15 ||19時 
圧郁出町スター食堂。

★Oka Kunsido每月8 ||19-21時賀茂大橋 

東コスモ（市權淑電前）、會費15-30錢。

r.匕厂 ★大阪エス會 每火曜19 - 21峙谷 
人 阪 町4 丁目東市民館（但第三'火囁は 

Trapezoで询話會）〇

★新星會 每週土曜H19時より北區澤上江 

町六ノ四三。

★バパゴ會 每丿J弼一第三金曜19-21時道頓 

堀辨天座前バザード喫茶店（硏究會）。

严和ni岸和田エス倉 第・第三木曜均時 
S E昭和通西方寺にて會合。

才由 门 ★神戸エス協會 每木曜19 - 21時 
川 ・ 熊內橋一丁目市電停前、神戶消費 

組台階上C但第一木耀は元町1トキワ•フルー 

ツ •バーラー階上）。

申 p ★廣島エス會每曜19時大手
瓯山町7の89高橋謙方。

「 ★吳エスペラント倉每土曜19-21時 
夬 北迫町57の3矢野泰方。

★學會福岡支部 每月15H19時例 
恤网會、橋口町ナギス屋菓舖階上。

育皀 木 ★鑛本エス會 ◊會話每け第一第 
…、 牛 三丹曜19.30 -21時水道町大學堂喫 

茶店にて。◊和文エス譯。◊每遍木曜H19-21 

時より本莊町熊電俱樂部にて。

ナ为 ★大牟田エス倉每火瑚20-23時
ヽ"T 榮町二植田翳院方。

p 山人・ ★宮崎エス前 每火曜19時半よ
宀 1リ郡司氏宅"讀本輪讀中）。

厂蓮 ★大連エス曲一每火曜17-19時若
ノ、連 狹町35星小兒科醫院二階。
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LA CEFURBO VIN VOKAS
-----Ne Perdu la Jubileeco Sian Signifon------

Esperanto travivis ĝuste 50 jarojn, kaj la japana esperantistaro festos ĝian duoncent- 

jaron de F vivo okaze de sia XXV. Kongreso, la 20-23 de Novembro. El la 50 la unuaj 

20 jaroj estis preskaŭ ne konataj por la japana samideanaro, sed ni ĉiam portadas 

sinceran dankemon al tiuj pioniroj, kiuj metis tre malfacilajn unuajn paŝojn en tiu 

periodo. Instigitaj de ilia sinoferanta kuraĝo ni laboradis dum niaj lastaj 30 jaroj, de 

kiam en nia lando fondigis la organizo de V movado Ne ĉiam glata estis ankaŭ por ni 

Ia vojo. Kontraŭ fe apatio de la publiko ni devis konstante bataladi, sub la antaŭjuĝa 

suspekto de la aŭtoritatoj ni suferadis. Ĉion ni tamen eltenis. Kaj nun en Ia Ĉefurbo 

de Japana Esperantujo ni estas aranĝontaj la feston por tiu longjara vivipovo, pro la 

obstina pacienco kaj la fidela konstanteco. Ni ne estu tamen vanaj fanfaronantoj- Ni 

konscias, ke nia kara Espepanto ankoraŭ ne eliras el la stato de propagando. Multon,
♦ 

tre multon ni ankoraŭ havas por fari en la estonteco. Starante ĉe la sojlo al la dua 

duoncentjaro de la Esperantismo ni devas nin pretigi por pluaj laboroj.
■

Nia jubilea Kongreso estu la festo de nia nova ekmarŝo. Kaj ni bone antaŭvidas, 

ke niaj kolegoj el ĉiuj partoj nin ne trompos kaj venos al ni en granda nombro 

kunefesH la okazon, por montri al la mondo la plenan vivipovecon de nia komuna afero!

TAKUMA MINODA、Prezidanto de la Organiza Komitato.
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LA AKTIVOJ DE LA ORGANIZA KOMITATO
13 Septembro, 1936: Por sukcese prepari la Jubilean Kongreson 60 membroj 

de Tokia Esperanto-Klubo (TEK) kunsidis jam la 13-an de Sep.1936, sub la prezido de 

S-ro Harada. S-ro W. Oishi, ĉefdirektoro de JEI, rekomendas S-ron T. Minada kiel prezi

danton de la Organiza Komitato kaj tiu ĉi nomas subkomitaton el16 anoj por ellabori 

la regularon de la 〇. K. Oni interalie decidis, ke la Kongreso okazu dum 4 t agoj en la 

mezo de Novembro, 1937.

19 Septembro: Kunsidis la Subkomitato sub la prezido de S-ro Minoda, elektis 

la estraron (ĉi-sube listitan) kaj decidis pri la regularo (ankaŭ ĉi-sube montrita).

1 Januaro, 1937: Unua kunsido de la Sekretariaro.

20 Februaro: Kunisido de la Fako Ĝenerala; decidis la provizoran programon.

29 Marto: Kunsido de la Sekretariaro; decidis pri la provizora budĝeto.

19 Aprilo : Kunsidis la Sekretariaro, decidis eldoni la Bultenon de la Kongreso.

17 Majo: Kunsidis la Sekretariaro.

大會組織委員

昭和11年9月］9日選出。・印具後離京の爲め退任。 

・印昭和12年1月15日選任。

委員長美野皿琢磨 

幹事長小坂狷二

幹事 ・靑木武造（宣）

・岩下五百枝（宣）

高岸榮次郞 園 乾治 

勤 

孝男 

義雄

.大島 

丸山 

石里

義夫 

丈作 

修

前田 

上野 

福富渡部 秀男（宣）

$岡本 好次（企） ・高部益男（企） 山崎 弘幾 三雲隆三郞

三宅 史平（宣） ・多羅尾ー郞 鈴木 正夫 ・梶 弘和

酒井 鼎（企） ・鶴田義明（宜） 丘 英通 德田 六郞

原田 三馬（會） “•萬澤まき子（企） 佐々城佑 守隨 —•

三石 五六（會） ・小西紀正（企） 藤澤 m. 馬場 淸彥

田畑 喜作（企） ・吉田太市（企） 企劃部委員

中垣虎兒郞（宣） ・上田嘉三郞（宣） 寺喜久治 大崎 和夫

久保貞次郞（企） 泰大木克已（會） 比嘉 春湖 塚田 貞雄

總務部委員 川原次吉郞 •谷口 道夫 泉 茂雄

板橋 鴻 伊藤巳酉三 石黑 彰彥 川村信一郞

大石和三郞 岩下順太郞 -池田 英 田沼 利男

安黑オー郞 Ĵ堀 眞道 久留 幸男 山田 武ー

倉地 治夫 井上萬壽蔵 高木 貞ー・ 有馬 保夫
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PROVIZORA PROGRAMO DE LA KONGRESO
i十一•月ニト日!!二一日iii二十二日iv二十三日

日 朝 午 後 夕

I
（土）

12-
受付

14-

發會祝典

16-

寫眞撮磁

19-20
晚餐會

20-22
Amuzo

II
ia）

分科會（1） 
（鐵道、婦人、醫學、藥 
學、盥氣、學生、敎育'）

13-
學會總會。協議會（1）

19-20.30
IEL委員1報 
言語委員f吿

20.30-22 
大 學

iii
（月） 市内見物

13-

協議會⑵
未 定，

IV
（祭）

分科會（2）
C佛敎ヽキリスト敎、文 
學ヽ科學）

普及講演會
分科會報吿。閉會式

Adiaua kunsido

笹山晋夫 露木 淸彥

濱田直助 伊藤 武雄

宣傳部委員

石黑捷三郞 田中 信之

高橋菊藏 木全 白羊

森 祥寅 山鹿 泰治

塚田 正勤 渡邊 哲

殷 武巖 靑島 友美

間宮 直雄 幸子

石黑喜久雄

會計部委員 松本

第二十五回日本エス大會

組織委員會.規約

1. 第二十五囘日本エスペラント大會 

以下「大會」と略稱する）およびエスペラ） 

ント發表五十周年記念祝典の準備並に遂 

行を冃的とし第二十五囘口木エスペラン

ト大會組織委員會（以下「組織委員會」と 

略稱する）を設ける。

2. 組織委員會は大會の主催團體なる 

東京エスベラント俱樂部の會員中から選 

出された組織委員から成る。

3. 本會の事務所を財團法人日本エス 

ペラント學會事務所內におく。

4. 組織委員會にんの役員會に左の役 

員をおく : a.會長1名、b.委員長1名、 

c.幹事長1名,d.幹事數名。

5. a.會長は委員長之を委猛する。b. 
委員長は委員中から互選により之を選出 

する。c.幹事長をよび幹事は委員中常 

時事務所に參集し,本會の事務を處理し 

得るものに委員長之を委囑する。

6- a.會長は本會を統括する。b.委 

員長は本會を代表し、總會に於て、その 

議長となる。c.本會の事務を管理する。
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c.幹事は本會の事務を處理する。

7.本會を左の各部に分割する:a.總 

務部。b.企劃部。c.宣傅部。d.會計部。

8 各部を更に分割して數個の係をお 

くことができる。その配分は各部に於て 

決定する。

9. a.總務部は他の各部を代表する幹 

事、束京所在の諸會を代衣するもの各ー 

名および經驗に富むものによって構成 

しヽ大會に要する費用の調逹に力め、組織 

委員會總會に提出すべき大綱の草案を協 

議し、また各部會から提出する細目を審 

議しヽ組織委員會總僉の期日を決定する〇

b. 企劃部はプログラムの編成、祝典、 

大學、展覽會ヽ餘興その他諸事業の立案 

および遂行をなし、大會終了後は大會議 

事錄を編輯する。

c. 宣傳部は新聞、雜誌、ラヂオへの 

論文、ニュース等の供給、ポスターの作 

製、海外友誼團體からの祝辭の要請、そ 

の他、人會の前後を通じての最も効果的 

な宣傳ヽ大會參加者の勸誘ゝ內報の編輪 

等にあたる。

ĉ,會計部は會計事務にあたる。

10. 組織委員會總會は査員艮必要を認 

めるとき總務部に協!?、これを招集し、 

大會準備上の人綱につき協議する。

11. 各部會は随時會合を持ち、大會準 

備上の細目について協議しヽ總務部の審 

議と會計部の承認を經た事項を遂行す 

る〇

12. 幹事長は必要に應じて東京エスペ 

ラント俱樂部會員中加ら新に委員を委矚 

することができる。 ・

13. 木規約に疑義あるときは總務部の 

解釋による。

14. 本會は大會議事錄を編纂發行しヽ 

大會の決議事項中木倉において遂行すべ 

きものを完了し、且つ會計を淸算したと 

き、之を解散する。

大會參加申込者 NIAJ ALGINTOJ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

山IH貞元 

栗林亨 

平川さだの 

平川 寬 

野原休一 

荒木遜 

雄 

美
一 ・

通 

之 

晟

江上不二夫 

和旧規矩男 

山縣光枝 

竹中治助

義

正

慶

隆

政

隆
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原

艦
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中
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眞

下

（束京） 

a＜野） 

（東京） 

C同） 

（山 口） 

（人牟H1） 

く大阪） 

（和歌山） 

（仙臺） 

C三重） 

（宮城） 

（東京） 

C同） 

（橫濱） 

（東京） 

（名古屋）

〔五月二十日迄:Ĝis la 2〇. Majoĵ

木村正太郎 

小池壽 

笹原茂三郎 

藤 直 

木辰男 

部益男

見宏

17. 森山 稔 CM 京） 33.

18. 矢吹とよ子 C 同） 34.

19. 磯部幸子 C 同） 35.

2〇. 藤黑正明 C 同） 36.

21. 須藤實 C 同ゝ 37.

22. 上陆 武 く名古屋） 38.

23. 成田 光 C*L 幌） 39

24. 谷內菊江 C 同 ） 4〇.

25. 中山ヨシ江 C 同） 41.

26. 村山靜子 C 同） 42.

27. 阿部壽滿子 c 同ゝ 43.

28. 成田常次郎 （名古屋） 44.

29. ィは捷ミ郎 (/東 京） 45.

3〇. 石黒喜久雄 c 同 ） 46.

31. 上川嘉三郞 c 同: 47.

32. 笠松エトP c 同）

多羅尾ー郞 

仲野頼敏 

«1«村勝 

新津富I:江 

根霑安木郎 

原H!三馬 

松本健一- 

渡部秀男

佐

鈴

高
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く束京） 

C同）
C同）
C同）
C同）
C同）
C H ）
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C同）

C同） 

〈同）
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ALDONA RAPORTO
• Al „ la Alvoko " (Vidu la lastan numeron)

A・ Studo pri Zamenhof en Japanujo
1.Historia skizeto・
a) Antaŭ la jaro 1936, kiam fondigis Japana Esperantista Asocio kaj komenciĝis 

organizita esperanta movado en Japanujo, jam kelkaj personoj individue lernis Esperanton, 

sekve ni povas supozi ke la nomo de D-ro Zamenhof estis bone konata inter tiamaj 

pioniroj. Sed verŝajne oni ne multe atentis la ideon kaj la vivon de nia Majstro.

b) En 1906, aperis la unuaj japanlingvaj lernolibroj de Esperanto, i. a. « Sekai-go » 

kaj《Sekai-go Tokuhon > de Futabatei Hasegaŭa, eminenta verkisto. Tiuj ĉi libroj estis 

la tradukaĵoj el Zamenhofaj ruslingvaj verkoj, kaj estis dediĉitaj al la originala verkinto 

Z. Eldoniĝo de tiuj ĉi libroj multe ĝojigis lin.

c) En 廿u sama jaro, je la okazo de fondigo de Japana Esperantista Asocio, D-ro 

Zamenhof sendis gratulan leteron. Ni nun trovas lian alian leteron adresitan al S-ro 

Cunejiro Macuda instigantan lian laboradon por homfrateca afero. Ankaŭ ni aŭdis, ke 

estis Zamenhofa letero adresita al S-ro Koosaku Jamada, fama muzikisto kaj lernanto 

de S-ro E・ Gauntlett, kiu estis la unua organizinto de koresponda kurso de Esp. en 

Japanujo. Oni supozas, ke aliaj malnovaj esperantistoj ankaŭ ricevis leterojn de Z-, sed 

ili ne povis legi aŭ kompreni la esencon.

Ĉ) En 1915, luksa lernolibro « Elementaj Lecionoj de Lingvo Esperanto» eldoniĝis 

en Formoso. Tiu ĉi libro enhavas la tradukon el Zamenhofa letero al Borovko pri la 

deveno de lingvo Esperanto, kiu multe inspiris novajn lernantojn.

d) Dum la Eŭropa Militego, liverado de esperantaj libroj el Eŭropo malmultiĝis. 

Por savi tiun ĉi malfacilan situacion, S-ro Jubi Haracla kompilis kelkajn legolibrojn el 

Zamenhofaj verkoj.

e) S-ro Kunitaro Takahaŝi verkis japanlingvan himnon de Esperanto, kiu finiĝas

per la versojZー ・ :

«Sub standardo verdostela

Ni laŭdadu Zamenhofon ! »

f) En 1917, kiam mortis nia majstro, Tokia tagĵurnalo «Ĝiji-Ŝimpo» raportis lian 

morton kun la artikolo de D-ro K. Kreita pri lia vivo kaj verko. Multaj esperantistoj 

en tiu epoko preskaŭ ne sciis lian vivon kaj ideon.

g) Ĉ. 1920 «Deklaracio de Homaranismo» estis traduk让a en japanan lingvon el 

germana teksto, kaj eldonita de Ataraŝii Mura (La Nova Vilaĝo) de Muŝakooĵi.

ĝ) « Deklaracio de Homaranismo» eldonita en Madrido, kiel la nuna kajero de 

Serio «Homaro», donis fortan inspiron al junaj japanaj samideanoj, kiuj baldaŭ fondis 

en 1919 Japanan Esperanto-Instituton, kies organo La Levuo Orienta, portis moton 

« Homaranismo » en unuaj jaroj. La Instituto havas ĉiusemajnan kunsidon, kie oni studas
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Zamenhofajn verkojn konstante depost ĝia fondiĝo.

h) Ĉ.1920-3,la vivo de nia majstro intrepretiĝis de S-ro K. Macuzaki al la japana 

publiko, ĉefe laŭ Ia verko de E. Privat Ĝia influo estis sufiĉe granda.

ĥ) En 1921,oni aranĝis memoran solenon de la kvarjara datreveno de morto de 

nia Majstro. Kaj iom post iom, formiĝis la kutimo festi memortagojn de naskiĝo kaj 

morto de la Majstro. Kaj nun, ĉiuj esperantaj societoj tra tuta Japanujo aranĝas memor- 

tagajn festojn, kaj ĵurnaloj kaj radiostacioj raportas pri tiuj ĉi aranĝoj. Librofesto de 

Zamenhofa tago propon让a de Julio Bagbi ankaŭ estas prospere aranĝata.

i) Post 1922 okazis vigla polemiko en japana Esperantujo inter adeptoj de homaran

ismo kaj subtenantoj de Bulonja Deklaracio. Unuj vokis: «Revenu al Zamenhof! »i 

kaj la aliaj kriis : «Forgesu Zamenhofon !» Sur la Revuo Orienta, Verda Utopio, Espe

ranta Literaturo kaj aliaj, kaj ĉe la Japanaj kongresoj dekunua, dukdua, ktpソ diskutoj 

daŭris. Tra tiu ĉi polemiko japana esperanta movado multe instruiĝis; primitiva kaj 

kruda idealismo aŭ realismo jam plu ne fieris.

j) Poste, Esperanto disvastiĝis kunigite kun apartaj sociaj vivtendecoj, jen sciencaj, 

jen religiaj. Tiu ĉi fakto respegulas la socian situacion. Laŭ la ŝanĝiĝo de la situacio, 

ondo de la esp. movado ankaŭ leviĝis kaj malleviĝis. Sed en tiu ĉi epoko, esperant

istaro akiris tre riĉan sperton. Dume, konsciaj samideanoj komencis studadi socian 

esencon de Esperanto. Teoriaj kaj historiaj studoj pri Esperanto iom progresis. Penado 

por krei esperantologion estis provita de multaj samideanoj el diversoj tendencoj. S-roj 

Ĵ- Okamoto kaj N. Kaŭasaki redaktis kajerojn «Esperantologio», S-roj T. Sasaki, Ĝ. 

Iŭasita organizis la «Studejon de Zamenhofa gramatikoS-ro M. Kidosaki kompilis 

«Zamenhofajn LegolibrojnS-ro H. Takagi studis socian bazon de Esperanto kaj 

Zamenhofaj verkoj, k. t. p. Tiamaniere, la studado pri Zamenhof fariĝis komuna intereso 

de tuta japana esperantistaro.

La intelekta mondo ekster Esperantujo ankaŭ montras simpatian intereson al kultura 

merito de D-ro Zamenhof. Ĉar lia ideo vokas specialan estimon en nuna momento. 

Ĵurnaloj kaj radio volonte roportas pri esperantistaj okazajoj kaj pri ĝia kreinto Zamen

hof. La publiko jam montras sin preta akcepti kaj kompreni la meriton de nia kara 

Majstro.

2・ しisto de studaĵoj pri Zamenhof. (Provizara enketo)

a) Libroj kaj artikoloj ・

«Sekai-go» de F. Hasegaŭa (1906)

« Sekai-go Tokuhon» de F. Hasegaŭa (1906)

«Ekzercaro de La L. E.» (1907)

«El Parolado de D-ro Z» (1914)

«Elementaj Lecionoj de L. E.» de K. Ossaka (1915)

《Verkaro de Z> de ĵ. Harada ( ?)

« Ekzercolibro» de K. Ossaka (1918)

« ” » n (1920)
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«Plena E.-J. Vortaro» de T. Ĉif k. a.(1914)

«Plena J. E. Vortar〇》de T. Ĉif (1927)

« Legolibro kaj Krestomatio» de T. Ĉif (1922)

«Japana Biblioteko Esperanta » serio 1.N-ro 8 (1922)

< Granda Gramatiko» de Ĉif (1922), du volamoj

« Paroladoj de D-ro Z.» kompilita de Sakurada (1924)

«Novaj vestoj de la reĝo» (1924)

«Vivo de Zamenhof» de Macuzaki (1923)

«Sopirante al Verda Stelo» de Tokunosuke Ito (1925)

«Virineto de 1'Maro» (1925)

«Nova Vortaro E. J.》de J. Okamoto (1926)

« „ J- E.》„ „ (1935)

«Esperantologio» de Okamoto kaj Kaŭasaki (1930)

«Zamenhofa Legolibro » I, II de M. Kidosaki (1932)

«Esperanta Legolibro de Mondliteraturo» I. III. IV. V.—(1933-)

«Esperanta Vortosliparo» de M. Kidosaki (1929)

« Zamenhof» de Kaji (193 ?)

«El Vivo de Zamenhof» de Iŭaŝita (1935)

« „ » de Iŝiga (1936-1937)

«Paroladoj de Zamenhof» kompilita de T. Sasaki kaj ĵ. Iŭaŝita (1932) 

« Raporto-studo de kunmet让aj vortoj» de N. Kaŭasaki C1936)

« Konkordanca indekso de Zamenhofaj Verkoj •

Georgo Dandin Ifigenio

Hamleto Rabeno de Baĥaraĥ

Marta Gimaazio

Revizoro Batalo de V vivo

Rabistoj Fabeloj de Andersen I. II. IIL

Proverbaro» de J. Iŭaŝsta (Manuskripto preta)

«Konkordanco de Marta» de M. Kidosaki (Manuskripto preta)

«Lingvaj Respondoj» de J. Okamato (1929)

«Zamenhof kaj Andersen» de H. Takagi (1935)

«Lingvoscienco» „ (1936)

«Lingva koncepto de 乙》 ” (1927)

«Literaturo kaj Zamanhof» de I. U.(1931)

b) Portretoj kaj bustoj.

Reproduktaĵoj de fotoj, kaj pentr让aj portretoj estas multe faktaj en Japanujo, 

skulptaĵoj estas ofte provitaj. I. a. ni citu tie ĉi nur kelkajn konatajn.

Portreto nigra pentraĵo de K. Ossaka (1915)

Busto gipsa de Saburo Joŝida en Kanazaŭa (1918；

Busto gipsa de Namba (1921)

Ankaŭ
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Busto gipsa bronza de Misumi (1936)

Reliefo el fero de Ŝinsai Suzuki (1935) ノ

Reliefo el gipso de Cu juki (1929)

c) Ĵurnaloj kaj xadio.

De post 1917, ĵurnaloj ĉiam pli ofte raportas pri Zamenhofaj festoj, kaj pri lia vivo 

kaj laboro. Sed ni ankoraŭ ne havas precizan enketon pri tio.

Enketo de radio-disaŭdigoj ĝenerale pri esperantaj aferoj estas jam farita, sed ni ne 

povas distingi la okazojn, kiam oni speciale temis Zamenhofon.

t.
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私はルビ コンを渡つ化
きのことを顧みて言った,

と,ザメンホフ 

が後に,そのと 

エスペラントの第

一書 u Meĵdunarodnyi Jazyk "の發表 1 顚 

末はエスペラント連動五十周年記念日をまさ 

に迎へようとするとき,エスペランチストー 

人殘らずの興味をひくで為らう。每號「エス

ペラント」誌I:で井常に好評を博してゐる石

賀修「若きザメンホフ」は,六月號で,この項 

をもって,その最終頁を飾ってゐる。

巨匠モオパッサンの戀譽幣7淮
その私生活においては,一代の蕩兒として知 

られてゐた。そのモオパッサンにも，一生に 

ただ一度,淸い戀がめぐって來た。それは，し 

かし,あまりにもはかなく過ぎ去った。女流 

議家バシュキルツェフとの,その華麗な,そ 

して悲痛な戀の物語をつづった,トビス•ザ 

ッシャの名作映雷「戀人の日記」の梗飙は,

' ■ rエスペラント」六月號）こ。

血液型はホルモンから繆説;
..…1. .ら犯人がわかった,それは血液型發見のおか

げであった。その「血液型」は,ホルモンの 

作用に關係があると，その方而の權威淺田

博士は「エスペラント」六月號に書いてゐる。

■ . • ■ ・ 、

その他，例によって,去っとも優れた執筆者 

ゝ の手になる有益な記事が,滿載されてゐる「工

スペラント」六月號は定價20錢・送料1錢。

七月號：五十周年記念號•特輯:全譯「第一書」・中旬發賣
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